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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨組織（３）の空洞壁（Ｋ）に囲まれた空洞におけるインプラント軸（Ｉ）と平行な移
植方向への移植に適した骨インプラント（１０）であって、インプラント部分を含み、移
植されるインプラント部分は、機械的振動によって液化可能な材料（Ｍ）の第１の種類の
表面範囲（１６）、または、開口部（２７）を通じてインプラントの中空の空間（２６）
から液化可能材料を押し出すことにより形成される第２の種類の表面範囲（１６）を含み
、移植されるインプラント部分は、実質的な回転なしで移植される形状を有し、さらに、
骨組織の空洞壁を切削可能な刃先部（１４）を含み、それらの刃先部は、与えられた第１
の種類の表面範囲（１６）または形成される第２の種類の表面範囲（１６）の外部に位置
し、刃先部はインプラント軸（Ｉ）と共通の面においては延在せず、刃先部はインプラン
トの遠位端領域の方へ向かい、かつ刃先部はインプラントの外周のまわりに少なくとも部
分的に延在し、前記刃先部は、前記インプラント軸から離隔し、前記インプラント軸と前
記刃先部との間の距離はインプラント方向にいくにつれて減少することを特徴とする、骨
インプラント。
【請求項２】
　刃先部（１４）は９０°未満の楔角（β）を含むことを特徴とする、請求項１に記載の
骨インプラント。
【請求項３】
　刃先部（１４）は突出するよう設計されることを特徴とする、請求項１または２に記載
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の骨インプラント。
【請求項４】
　チップ空間（２３）を形成するために刃先部（１４）が切り取られることを特徴とする
、請求項１から３のいずれかに記載の骨インプラント。
【請求項５】
　液化可能材料（Ｍ）は凹部（４０）に位置し、液化可能材料（Ｍ）の表面範囲（１６）
は凹部（４０）を囲む表面領域（１７）から突出することを特徴とする、請求項１から４
のいずれかに記載の骨インプラント。
【請求項６】
　開口部（２７）は凹部（４０）に至ることを特徴とする、請求項１から４のいずれかに
記載の骨インプラント。
【請求項７】
　凹部（４０）は、移植されるインプラント領域にわたって軸方向または螺旋状に延在す
る溝であることを特徴とする、請求項５または６に記載の骨インプラント。
【請求項８】
　オッセオインテグレーションできる表面領域（１７）は、液化可能材料の表面範囲（１
６）間に位置することを特徴とする、請求項１から７のいずれかに記載の骨インプラント
。
【請求項９】
　移植されるインプラント部分は、軸方向に延在するくびれこみまたはタッピング構造（
２１）をさらに含むことを特徴とする、請求項１から８のいずれかに記載の骨インプラン
ト。
【請求項１０】
　刃先部（１４）は、インプラントの外周の部分に沿って延在し、鱗状構造の下縁部を形
成することを特徴とする、請求項１から９のいずれかに記載の骨インプラント。
【請求項１１】
　インプラントの近位端領域は、刃先部として作られた下縁部を備える環（３１）を含む
ことを特徴とする、請求項１から１０のいずれかに記載の骨インプラント。
【請求項１２】
　近位端領域は熱可塑性材料のリング（３２）を含むことを特徴とする、請求項１から１
１のいずれかに記載の骨インプラント。
【請求項１３】
　移植されるインプラント部分は遠位端領域に向ってテーパ状になる形状であることを特
徴とする、請求項１から１２のいずれかに記載の骨インプラント。
【請求項１４】
　インプラントのまわり全体でまたは部分的に延在し、かつ刃先部（１４）として作られ
た端部を少なくとも部分的に含むステップ（１３）を含むことを特徴とする、請求項１３
に記載の骨インプラント。
【請求項１５】
　ステップ（１３）の部分が９０°以上の楔角（β）を備える鈍い端部を有することを特
徴とする、請求項１４に記載の骨インプラント。
【請求項１６】
　移植されるインプラント部分は本質的に円筒状であって、インプラント軸（Ｉ）から距
離をおいて円筒状の形状から突出する刃先部（１４）を含み、距離は移植方向に減少する
ことを特徴とする、請求項１から１２のいずれかに記載の骨インプラント。
【請求項１７】
　円筒状の形状から突出する刃先部（１４）はインプラントの外周の一部に沿って延在し
、軸方向に連続して配列されることを特徴とする、請求項１６に記載の骨インプラント。
【請求項１８】
　互いに対面する一連の刃先部（１４，１４’，１４”）を少なくとも２つ含み、液化可
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能材料（Ｍ）の表面範囲（１６）または開口部（２７）の出口はインプラントの外周の連
続する刃先部の間に位置することを特徴とする、請求項１７に記載の骨インプラント。
【請求項１９】
　中空の空間（２６）と、中空の空間（２６）の近位開口部に挿入することができるピス
トン（４２）とを含むことを特徴とする、請求項１から１８のいずれかに記載の骨インプ
ラント。
【請求項２０】
　ピストン（４２）の近位端（４３）および／または中空の空間（２６）の近位開口部の
まわりに、ピストン（４２）とインプラントとの間の絶縁接続のための手段が与えられる
ことを特徴とする、請求項１９に記載の骨インプラント。
【請求項２１】
　近位端領域に中間要素（５２）を有することを特徴とする、請求項１から２０のいずれ
かに記載の骨インプラント。
【請求項２２】
　中間要素（５２）が緩い嵌合接続によってインプラントに接続され、かつ／または、緩
い嵌合接続によってソノトロード（５３）に連結されるよう備えることを特徴とする、請
求項２１に記載の骨インプラント。
【請求項２３】
　歯科インプラント（１０）であることを特徴とする、請求項１から２２のいずれかに記
載の骨インプラント。
【請求項２４】
　歯根部分（１１）に加えて、
－　歯冠部分（１２）、
－　橋脚歯（３０）ならびに
－　橋脚歯、歯冠（１９）、ブリッジおよび１組の義歯からなる群から選ばれる少なくと
も１つを固定するための手段（２０）
からなる群から選ばれるいずれかを含むことを特徴とする、請求項２３に記載の骨インプ
ラント。
【請求項２５】
　関節人工器官のシャフトであることを特徴とする、請求項１から２２のいずれかに記載
の骨インプラント。
【請求項２６】
　骨欠損にブリッジを架けるよう設計されることを特徴とする、請求項１から２２のいず
れかに記載の骨インプラント。
【請求項２７】
　請求項１から２６のいずれかに記載の骨インプラント、移植されるインプラント部分の
形状に適合される少なくとも１つの処理ツール（５８）、および／またはインプラントの
近位端領域の形状に適合される中間要素（５２）を含む、移植セット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は医療技術の分野にあって骨組織に移植されるインプラントに関し、このインプ
ラントは、移植目的で特別に作られるかもしくは調整される空洞に移植される、標準化さ
れたインプラントであっても、または個別の骨空洞に移植される個別インプラント（例え
ば歯科インプラント、関節インプラントもしくは骨の欠損を満たすインプラント）であっ
てもよい。本発明はさらに、インプラントの生産方法および移植方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　骨組織に移植されるインプラントは、通常、移植目的で特別に作られた骨空洞（例えば
ボアまたはステップ状のボア）か、または他の状況（例えば外傷もしくは消耗疾患）によ
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って引き起こされた骨空洞に移植される。先端技術によれば、そのようなインプラントは
、インプラントのまわりに置かれたセメントによって空洞に嵌め込まれるか、または、可
能な限り多くの機能的に不可欠なインプラント表面が移植後に骨組織と直接に接触するよ
う、インプラントの形状が極めて正確に空洞に適合される。個別インプラントについては
、これはインプラントの形状が不規則であること、特に、継続的な円形の断面がない、か
つ／または直線の軸がない、不規則な円錐であることを意味する。
【０００３】
　天然の歯根を置換するため、および、例えば人工歯冠、橋脚、ブリッジ、または１組の
義歯等を支持するために顎骨に移植される歯科インプラントは、特別に生成された空洞ま
たは少なくとも対応して適合された空洞に移植される標準化されたインプラントとして、
さらには個別の歯根または歯槽の形状に調節された個別インプラントとして、公知である
。
【０００４】
　特別に作られたボアに移植される標準化された歯科インプラントは、円筒状またはわず
かに円錐形であって、本質的に、回転的に対称なピン、ほとんどはねじである。それらは
様々なサイズおよび形状を有して市場で入手可能であり、歯科医はその中から具体的な症
例に最も適合したインプラントを選ぶ。一般に、このような歯科インプラントの移植は、
代替される天然の歯根の摘出に起因する空洞が、再生された骨組織によって満たされるま
で、すなわち摘出後３月から６月の待機期間経過後まで不可能である。応力が骨組織に対
してインプラントを過剰に動かす危険性が高すぎるので、通常、移植直後には、ねじ留め
されたインプラントには負荷をかけない。それはインプラントが骨組織においてうまく統
合する（オッセオインテグレーション）（ｏｓｓｅｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）のを妨げ
る。したがって大部分の症例では、３月から６月のさらなる待機期間経過後までは、すな
わち、インプラントが骨組織に完全に統合されて通常の負荷に起因するインプラントと骨
組織との間の相対運動が生理的に耐えられる範囲をもはや超過しないようになるまでは、
顎から突出する部分（歯冠、ブリッジなど）はインプラントに装着されない。
【０００５】
　顎骨に完全に統合されたねじ形状の歯科インプラントが通常の負荷状態には十分な安定
性を有し、長期間変化しないことが、経験的に示されている。それはとりわけ、インプラ
ントがねじ切り部によって骨組織に横向きに堅く固定されているためであり、それは骨組
織に対するせん断を減じ、歯槽の基体に対する望ましくない圧力を防ぐ。
【０００６】
　骨組織は、歯科インプラントまたは顎骨に局所的に負荷がかからない上述の待機期間中
に、望ましくない態様で後退する傾向があることが周知である。さらに、生理的に耐えら
れる範囲を超過しないようなインプラントと骨組織との間の相対運動が骨再生を刺激し、
そのためにインプラントのオッセオインテグレーションを刺激するであろうことも知られ
ている。これらの理由により、待機期間を縮小するか、またはなくしてしまうための方法
および手段を見つけ出す試みが多数なされている。
【０００７】
　最初の待機期間、すなわち、天然の歯根の摘出によって生じた空洞が再生された骨組織
で満たされるまでにかかる時間、および、支持要素として天然の空洞（歯槽）を囲む、よ
り高密度の骨層（歯槽骨）の利点を活用することができるまでにかかる時間を短縮するた
めに、インプラントを、ねじのように回転的に対称かつ円形ではなく、代替される天然の
歯根（個別インプラント）の形状に本質的に対応するよう成形することが提案される。こ
のようなインプラントは、天然の歯根の摘出後直ちに、またはその後まもなく、既存の空
洞（天然の歯槽）に移植することができる。
【０００８】
　しかしながら、自然の条件下では、歯根と歯槽壁との間に繊維の支持薄膜があるので、
天然の歯根の正確な（例えば負－正鋳造方法（negative-positive casting method）によ
って生産された）複製であるインプラントは、歯槽にしっかりと定着しない。これは第２
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の待機期間中、歯槽壁とインプラントとの間隙に一種の結合組織が形成され、この結合組
織が少なくとも局所的にオッセオインテグレーションを妨げて、インプラントに十分な安
定性を与えることができないといった、オッセオインテグレーションに対する負の効果を
示す。
【０００９】
　オッセオインテグレーション期（第２の待機期間）のインプラント安定性を向上するた
めに、かつそれとともにオッセオインテグレーションの成功のための初期状態を向上させ
るために、ＵＳ－５５６２４５０（ジーロフ（Ｇｉｅｌｏｆｆ）他）およびＷＯ－８８／
０３３９１（ラングレン（Ｌｕｎｄｇｒｅｎ））においては、天然の歯根と比較してイン
プラントのサイズを大きめにすること、すなわちインプラントにわずかに大きな断面積を
与え、インプラント表面が骨、特に凹部（ハニカム構造、アンダーカットのある構造）と
接触するよう構造化することが提案される。前記インプラントは、例えば、摘出後の天然
の歯根または歯槽を非接触測定することにより、その測定データをＣＡＤシステムで処理
することにより、および、処理された測定データに基づいてＣＡＭシステムで、適切なブ
ランクからフライス切削、研削加工、電子的侵食などによってインプラントを形成するこ
とにより、生産される。
【００１０】
　このような大きめのサイズの歯科インプラントは、「圧入」によって、天然の歯根の正
確な複製よりも相当しっかりと歯槽に定着する。しかしながら、変形プロセスおよび機械
的な弛緩によって、歯槽壁が与えられた圧入力を短時間に弱めることが経験によって示さ
れる。したがってインプラントは、もはや「圧入」によって安定化されずに再び歯槽内に
緩く位置し、その結果、移植直後の一次的な安定が改善されたにもかかわらず、オッセオ
インテグレーションのための条件は最適ではない。さらに、オッセオインテグレーション
期（第２の待機期間）後でさえ、これらのインプラントは、負荷をかけられると顎骨内で
グリップが緩くなる傾向があることも明らかである。２００３年５月にドイツ義歯学およ
び義歯材料学会（German Society for Dental Prosthetics and Material Science）（Ｄ
ＧＺＰＷ）の第５２回年次大会において、Ｒ　Ｊ　コール（Ｋｏｈａｌ）他によって報告
されたように（ＤｅｎｔＳｃｉ（２）７：１１で公開）、顎骨は、オッセオインテグレー
ション期およびその後の負荷の下、このようなインプラント領域で大幅に退行し、インプ
ラントが完全に外れることすらあり得る。
【００１１】
　前述の所見は、とりわけ、インプラントと、手術（抜歯）に起因する極度の変形を受け
る骨組織との間の表面接触が大きく、そのため骨で誘発される応力が非常にわずかである
ことによって説明することができる。これは、歯科インプラントのみならず、骨空洞に移
植されるインプラントに一般に当てはまる。表面形状によって、「圧入」を介して極めて
局所的に張力を高めることができるが、しかしながら、関連する体積が小さすぎて、機械
的に誘発される骨再生の刺激に効果的に達しないようである。負荷（咀嚼運動）によって
生成されるインプラントへの圧力は、空洞壁内に主としてせん断力をもたらす。さらに、
インプラントと空洞壁との間の形状適合は、捩れ力に対する十分な安定性をほとんど与え
ることができない。十分な回転的安定性が不足しているので、再生中の骨の領域で転位が
生じる場合があり、この転位はオッセオインテグレーションの成功を妨げる。これらの問
題は、特に股関節人工器官に関して詳細に議論されてきた。歯科インプラントについては
、外側の歯槽壁への軸圧の伝達は、この壁が急勾配であるために、一定の限度でしか可能
ではない。これは、応力が歯槽（天然の歯）の近位部分から歯槽（インプラント）の遠位
部分に向って移動し、結果的に歯槽基体に過剰な負荷を生じ得、歯槽基体が血管および神
経の出口ポイントであるために、当然、摘出直後には完全に骨化されないことを意味する
。そのため、圧迫壊死および誤った方向の負荷によって引き起こされる他の問題が起る結
果となり得る。この場合、通常は歯槽は完全に骨化されるのではあるが、従来のねじイン
プラントの設計ではこれらの問題に多大な注意が払われる。
【００１２】
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　要約すると、セメントなしで移植される公知の骨インプラントのうち、ねじ形状のイン
プラントが安定性に関して他のすべての形式より好ましいが、それらはしばしば、適用に
際して必要となる形状上の不可避的前提条件のために使用することができないか、または
、少なくとも他の不利益を被ることなくしては使用できないと言える。骨組織に移植され
る他の多くのインプラントにも同様のことが当てはまる。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　したがって、骨組織に移植される（個別の、または標準化された）インプラント、その
生産方法および移植方法を作り出すことが本発明の目的である。いったん完全に骨組織に
統合されると、本発明によるインプラントの安定性は、対応するボアにねじ留めされるね
じ形状のインプラントの安定性に少なくとも匹敵する。しかしながら、本発明によるイン
プラントの一次的な（移植直後の）安定性は、ねじ形状のインプラントの一次的な安定性
よりも（特に捩れ負荷に対して）極めて高い。さらに、本発明によるインプラントは、ね
じ形状のインプラントに比べて形状上の制限が著しく少ない。それにもかかわらず、本発
明によるインプラントはそれ自体既知の方法で移植することができ、インプラントはそれ
自体既知の手順で生産することができる。
【００１４】
　この目的は、対応する請求項に規定されるインプラントおよび方法によって達成される
。
【００１５】
　本発明によるインプラントは、インプラント軸に本質的に平行に（すなわち実質的な回
転なしに）移植され、移植方向に前向きに面する遠位端領域と、インプラント軸に沿って
遠位端領域に対向して位置する近位端領域とを含む。移植された状態で、近位端領域は骨
表面領域に位置決めされるか、または骨から突出してもよい。遠位端領域と近位端領域と
の間のインプラント表面は、移植の際に少なくとも部分的に骨組織と接触するようにされ
、チップを形成する刃先部を備える。これらの刃先部はインプラント軸と（すなわち移植
に際しては）共通の面に延在せず、骨組織においてその長さに平行にではなく本質的に直
角に移動し、かつ遠位端領域に向いている。さらにインプラントは、例えば熱可塑性物質
など機械的振動によって液化可能な材料を含み、その材料は刃先部のない表面領域に位置
するか、またはインプラント内の中空の空間に位置決めされ、もしくは位置決め可能であ
り、その中空の空間は開口部によって刃先部のない表面領域に接続される。
【００１６】
　本発明によるインプラントは、実質的にインプラント軸方向において、すなわち実質的
な回転なく骨空洞に挿入され、刃先部は骨表面に切り込む。骨空洞の中へのインプラント
の挿入と同時に、インプラントは機械的振動と衝突する。これにより、この場合は有利に
は熱可塑性材料である液化可能材料が骨材料との接触ポイントで液化し、凹凸および孔、
またはこの目的のために特別に形成された空洞壁内の構造へ押し込まれ、したがって骨表
面との集中的な接触が生じる。液化可能材料は、再び凝固するとインプラントと骨組織と
の間にリンクを形成し、形状適合および可能であれば材料適合によって、この２つを連結
する。
【００１７】
　液化可能材料がインプラントの中空の空間に位置決めされる場合、インプラントが空洞
内に位置決めされるまでインプラントに機械的振動が加えられず、そのとき液化可能材料
にのみ機械的振動が加えられるのが有利である。この場合、液化可能材料は、インプラン
トを固定するために、または例えば病的に壊滅した脊椎骨の浸潤のために整形外科でも使
用されるような、熱可塑性材料もしくは揺変性、微粒子性、水硬性もしくは重合体のセメ
ントでもよい。
【００１８】
　本発明によるインプラントは、液化可能材料を通じた骨組織との接続によって移植直後
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に空洞内で安定化され、この安定化は、捩れ負荷と同様、（例えばインプラント軸と平行
な）圧力および張力に対しても有効である。移植中に骨組織に切り込む刃先部もインプラ
ントの固定に寄与する。液化可能材料および刃先部の両方による固定は空洞の外壁上で特
に有効であり、そのため空洞の基体への負荷が減じられるか、またはなくなることは、歯
科インプラントにとって特に重要である。列挙した効果はすべて本発明によるインプラン
トに一次的な安定性を与え、その安定性はほとんどの場合、移植直後の負荷に耐えるのに
十分である。熱可塑性材料の接続構造は、骨基質、特にインプラント自体より弾性率が低
く、そのクリープを起こす能力により衝撃の吸収および過剰な応力の低減には特に有利と
なっている。その弾性によってインプラントと骨組織との相対運動を小さくすることがで
き、それにより特に刃先部領域において骨組織を刺激することによってオッセオインテグ
レーションを促進する。同時にこれらの接続は、オッセオインテグレーションプロセスの
崩壊を招くインプラントと骨組織との間の大きな変位を防ぐ。
【００１９】
　本発明によるインプラントは本質的に回転なく（特に３６０°より大きな回転なく）移
植されるので、インプラントの形状が空洞内の捩れ力に対する安定性に寄付するような態
様でインプラントを形成することが可能かつ有利である。まだ示していないが、本発明に
よるインプラントを円形の断面を備えた空洞（ボアまたはステップ状のボア）への移植に
適するよう設計することが可能である。
【００２０】
　本発明によるインプラントが個別インプラントならば、それはほとんどの場合不規則な
（丸くはない）円錐の形状を有し、すなわち遠位端に向ってテーパ状になり、歯科インプ
ラントの場合には、天然の歯根の形状に本質的に適合された形状になる。本発明によるそ
のような個別の歯科インプラントは、天然の歯根を複製する公知の歯科インプラントのよ
うに、天然の歯根の摘出直後に移植される。しかしながら、歯レプリカとも呼ばれる公知
の個別歯科インプラントとは反対に、本発明によるインプラントは、ねじ形状の歯科イン
プラントの場合と同様、オッセオインテグレーション期中およびその後長期間安定を保つ
。同じことは、本発明による個別関節人工器官インプラント、および個別の骨欠損の再建
のためのこのようなインプラントに当てはまる。
【００２１】
　本発明によるインプラント（例えば歯科インプラント）が遠位端に向ってテーパ状であ
る場合、刃先部は断面のステップ状の減少部の外縁部（ステップ）として設計される。こ
の場合も、刃先部は、移植の際には空洞壁に切り込み、移植後には少なくとも部分的にそ
こに留まり続ける態様で、空洞に対して寸法決めされる。
【００２２】
　刃先部、または刃先部を備えるステップはインプラントのまわり全体または部分的に延
在し、インプラント軸に対して本質的に直交するか、またはある角度をつけ、９０°未満
の楔角を有する（図５参照）。円錐として設計されるインプラントは、刃先部に加えて、
切り込み動作のない断面のステップ状減少部（ステップ）をも含み得る（楔角は９０°以
上）。
【００２３】
　刃先部のないステップについて、および／または比較的深いステップについては、移植
に先立って、例えばインプラントに適合された形状のツールの助けで空洞に適切なショル
ダ部を作ることが有利である。空洞内でのショルダ部の予備成形を伴う方法が選択される
か、または伴わない方法が選択されるかは、そのときの骨組織の条件に特に依存するが、
また外科医および患者にも依存する。ショルダ部の予備成形（その深さは対応するインプ
ラントステップの深さとほぼ等しい）は移植の際に骨組織への機械的応力を減じ、この方
法は骨質の劣った高齢の患者に特に好適となる。
【００２４】
　いったん移植されると、本発明によるインプラントの刃先部は、ねじ形状のインプラン
トのねじ切り部と同様に空洞壁の骨組織に留まるので、骨組織に横方向の支持部、すなわ
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ちインプラントに作用する圧力が横方向のインプラント領域から骨組織へ結合されるポイ
ントを形成し、それは円錐形または円筒状の、刃先部およびステップのない本質的に滑ら
かなインプラント表面を用いて可能であるよりも実際上はるかに直角となる。これらの横
方向の支持部は、骨再生が刺激されて特に負荷のかかるポイントを代表する。
【００２５】
　本発明によるインプラントは、上述の構造に加えて、インプラント軸と共通の面すなわ
ち本質的に移植方向に延在する、くびれこみまたはセルフタッピング構造をさらに含んで
もよい。これらの構造は空洞壁に侵入し、特に捩れ力に関してインプラントに一次的な安
定をもたらす。本発明によるインプラントは近位領域に切り込み環をも含み、骨皮質の表
面のインプラントをさらに安定させてもよい。
【００２６】
　本発明によるインプラントの刃先部の表面は骨材料に切り込むのに好適な材料からなり
、それは移植の条件下で液化しない。それは例えば、チタン、チタン合金、ジルコニア、
または別の適切な金属もしくはセラミック材料、もしくは適切に強化されたポリマからな
る。
【００２７】
　本発明によるインプラントに適用される液化可能材料は、生物的に吸収性であると有利
である。液化可能材料は刃先部のある表面領域にわたって延在することはなく、そこでは
インプラント表面は生物的に適合性があり、すなわち骨に優しく、オッセオインテグレー
ションができる特性を有すると有利である。これらの表面においては、移植直後にインプ
ラントのオッセオインテグレーションが開始でき、吸収性の熱可塑性材料による固定を連
続的に解放することができる。吸収性でない熱可塑性材料の骨組織における固定がオッセ
オインテグレーションによる固定を恒久的に補完するか、または置換してしまう態様で、
吸収性でない熱可塑性材料を用いることも可能である。この場合、ポリマによってインプ
ラント表面をさらに広範囲に覆うことが有用であろう。
【００２８】
　本発明による個別インプラントに好適な、生物的に吸収性のある液化可能材料は、乳酸
および／またはグルコン酸に基づく熱可塑性ポリマ（ＰＬＡ、ＰＬＬＡ、ＰＧＡ、ＰＬＧ
Ａなど）もしくはポリヒドロキシアルカノエート（ｐｏｌｙｈｙｄｒｏｘｙ　ａｌｋａｎ
ｏａｔｅｓ）（ＰＨＡ）、ポリカプロラクトン（ｐｏｌｙｃａｐｒｏｌａｃｔｏｎｅｓ）
（ＰＣＬ）、多糖類、ポリジオキサノン（ｐｏｌｙｄｉｏｘａｎｏｎｅｓ）（ＰＤ）、ポ
リ酸無水物（ｐｏｌｙａｎｈｙｄｒｉｄｅｓ）、ポリペプチド（ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅ
ｓ）、トリメチル炭酸塩（ｔｒｉｍｅｔｈｙｌ－ｃａｒｂｏｎａｔｅｓ）（ＴＭＣ）、ま
たは対応するコポリマ、混合ポリマ、前記ポリマを含む組成物である。吸収性でない好適
な熱可塑性材料は、例えばポリオレフィン（ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎｅｓ）（例えばポリエ
チレン（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ））、ポリアクリレート（ｐｏｌｙａｃｒｙｌａｔｅ
ｓ）、ポリメタクリレート（ｐｏｌｙｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅｓ）、ポリカーボネート
（ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅｓ）、ポリアミド（ｐｏｌｙａｍｉｄｅｓ）、ポリエステ
ル（ｐｏｌｙｅｓｔｅｒｓ）、ポリウレタン（ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｃｅｓ）、ポリス
ルホン（ｐｏｌｙｓｕｌｆｏｎｅｓ）、液晶ポリマ（ｌｉｑｕｉｄ－ｃｒｙｓｔａｌ－ｐ
ｏｌｙｍｅｒｓ）（ＬＣＰ）、ポリアセタール（ｐｏｌｙａｃｅｔａｌｓ）、ハロゲン化
されたポリマ、特にハロゲン化されたポリオレフィン、ポリフェニレンスルホン（ｐｏｌ
ｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅ　ｓｕｌｐｈｏｎｅｓ）、ポリスルホン（ｐｏｌｙｓｕｌｆｏｎｅ
ｓ）、ポリエーテル（ｐｏｌｙｅｔｈｅｒｓ）、または対応するコポリマ、および前記ポ
リマを含む混合ポリマもしくは組成物である。
【００２９】
　吸収性のある液化可能材料として特に適切であるのは、ポリＬＤＬラクチド（ｐｏｌｙ
－ＬＤＬ－ｌａｃｔｉｄｅ）（例えばベーリンガー社（Ｂｏｈｒｉｎｇｅｒ）から入手可
能な商品名リゾマー（Ｒｅｓｏｍｅｒ）（登録商標）ＬＲ７０８）またはポリＤＬラクチ
ド（例えばベーリンガー社から入手可能な商品名リゾマー（登録商標）Ｒ２０８）、吸収
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性でない液化可能材料としては、ポリアミド１１またはポリアミド１２がある。
【００３０】
　本発明によるインプラントの最も重要な利点は下記の通りである。
　・本発明によるインプラントは本質的にインプラント軸のまわりの回転なしに移植する
ことができるので、既存の空洞、例えば歯槽に嵌合するよう適合することができ、天然の
歯根の摘出の本質的に直後にそこに移植することができる。これは患者にとっては摘出と
移植との間に待機期間がないことを意味する。さらに、歯科インプラントの正確な位置合
わせのための複雑な対策およびさらなる部品（橋脚歯、歯冠など）の必要がない。
【００３１】
　・天然の歯根に適合された歯科インプラントの場合、移植の際、高密度の骨構造のある
領域として歯槽壁が大部分無傷で残り、歯槽からさらに取除かれる低密度の骨組織よりも
インプラントをよりよく支持することができる。
【００３２】
　・インプラントが、液化可能材料による固定により、骨材料への刃先部の侵入により、
かつ空洞内での回転を防ぐ形状によって十分に安定化されるので、移植直後に負荷をかけ
ることができる。
【００３３】
　・本発明による歯科インプラントは移植の本質的に直後に負荷をかけることができるの
で、歯根および歯冠を一片に備えた歯全体として設計することができる。患者の口の中で
インプラントを補完するためのさらなる手順は必要ではない。
【００３４】
　・インプラントが刃先部によって空洞壁内で横方向に支持されるので、インプラントに
かかる圧力は骨組織に局所的に結合され、ねじ形状のインプラントの長期安定性に等しい
長期安定性をインプラントにもたらす。
【００３５】
　・空洞壁の骨組織におけるインプラントの横方向の支持により、空洞の基体への衝撃が
妨げられるか、または少なくとも適切に減じられるので、空洞基体の合併症が回避される
。これは、歯槽の基体が大きな負荷に対して備えていない歯科インプラントにとって特に
重要である。
【００３６】
　・移植直後のインプラントの負荷により、応力不足によって引き起こされる骨の退行が
ない。
【００３７】
　・インプラントと骨組織との間の応力に誘発される相対運動は、液化可能材料を通じた
インプラントの固定によって生理的な範囲にまで減じられ、したがってオッセオインテグ
レーションの制限がなくなるのみならず、実際上、促進される。
【００３８】
　・吸収性でない液化可能材料を用いることにより、弱い骨組織または病気もしくは年齢
により再生しにくい骨組織においてさえ、インプラントの強い長期的固定が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　本発明によるインプラントの様々な例示的な実施例、その生産および移植が、添付の図
面に関して詳細に記載される。
【００４０】
　すべての図面で、同一の要素は同一の参照番号によって表わされる。
　図１は、顎の隆線を横切る断面で天然の歯１を示し、その歯根２は顎骨３において内部
に成長している。顎骨３は歯肉４（結合組織および皮膚）に覆われる。歯冠５は顎骨およ
び歯肉４から突出してエナメル質６の層でコーティングされ、一方歯冠５の内部および歯
根２は象牙質から成っている。歯根２は顎骨の歯槽（歯のソケット）に位置し、歯槽壁７
の骨組織（歯槽骨）は、歯根２からさらに取除かれる骨組織と比較して通常はより高密度
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であり、そのため優れた機械的安定性を有する。歯槽壁７と歯根２との間にコラーゲン線
維を含む歯薄膜８が位置し、それにより歯根２が歯槽壁７に密着している。繊維は歯を支
え、歯に作用する力を横方向に骨組織に結合する。抜歯の際、歯薄膜は破壊される。それ
は再生しない。
【００４１】
　図２は、図１と類似する断面で本発明による個別歯科インプラント１０を示し、顎骨３
の定位置（移植方向またはインプラント軸Ｉ）に移植されることにより、図１に示した歯
１を置換する。図示した症例では、歯科インプラント１０は、歯１の歯根および歯槽壁７
に本質的に適合された形状の歯根部分１１のみならず、天然の歯の歯冠５に適合された歯
冠部分１２を含む。歯科インプラント１０は例えば単片であってチタンからなり、歯冠部
分はセラミック層（示されない）でコーティングされ、歯根部分１１の表面はオッセオイ
ンテグレーションできるように少なくとも局所的に備え、または少なくとも生物的に適合
性があって骨に優しい。歯科インプラントは、歯冠部分１２の代わりに、橋脚歯、または
、橋脚歯、歯冠、ブリッジ、もしくは１組の義歯の取り付けのための手段を含んでもよい
。
【００４２】
　歯科インプラント１０の歯根部分１１は、遠位端に向ってテーパ状になってステップ１
３を含み、その外縁部は遠位端領域に向いた刃先部１４として設計され、移植中歯槽に留
まる。インプラントの断面はステップ１３の間で本質的に一定のまま残るか、または遠位
端に向って連続的に減じられる。ステップの間の領域１５では、インプラントは、熱可塑
性材料によって歯槽壁７の骨組織に接続される。上述したように、これらの接続は移植中
に生成される。インプラントに衝突する機械的振動によって、熱可塑性材料は液化され、
歯槽壁の凹凸および孔に押し込まれ、再凝固後もそこに固定されて留まり、形状適合およ
び／または材料適合によってインプラントと骨とを連結する。
【００４３】
　図３は、図２と同様だが移植前の個別歯科インプラント１０を示す。このインプラント
の歯根部分１１においては、刃先部１４およびステップ１３が明確に見え、それらの間に
位置して周囲の表面領域１７から突出している熱可塑性材料の表面範囲１６も明確に見え
る。表面領域１７は生物的に適合性があり、オッセオインテグレーションのために有利に
備えている。熱可塑性材料が吸収性である場合、歯根部分１１の全表面はオッセオインテ
グレーションのために有利に備えている。
【００４４】
　歯根部分１１の形状は、代替される天然の歯根の形状、またはこの歯根の機械的に関係
する部分、および対応する歯槽壁の形状に少なくとも部分的に適合され、すなわち一般に
、少なくともいくつかの断面が円形でなく、および／またはその軸が直線でない、同じ円
錐形状を含む。しかしながら、天然の歯根および歯槽と異なり、インプラントの歯根部分
１１は、少なくともいくつかの縁部が刃先部１４として設計されるステップ１３と、オッ
セオインテグレーションできる表面領域１７から突出する熱可塑性材料の表面範囲１６と
を含む。熱可塑性材料の表面範囲１６は、移植中に液化される材料のうち可能な限り少な
い材料がオッセオインテグレーションできる表面領域１７に押しつけられるような態様で
配置され、寸法決めされるので、表面領域が移植直後からそのオッセオインテグレーショ
ン効果を開始することができる。
【００４５】
　図４は、本発明によるインプラントを通る３つの断面（図３の切断線Ａ－Ａ、Ｂ－Ｂお
よびＣ－Ｃ）を示し、例えば図３の歯科インプラントと対応する。断面Ｂ－Ｂから、熱可
塑性材料の表面範囲１６が周囲の表面領域１７から突出することが明らかである。
【００４６】
　上述のように、かつ図４で鎖線によって示されるように、本発明によるインプラントは
、本質的に軸方向に延在して移植中に空洞壁に切り込むよう寸法決めされる、くびれこみ
またはタッピング端２１をさらに含んでもよい。そのような構造は、特に捩れ力に関して
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、インプラントに一次的な安定性の要素をもたらし、オッセオインテグレーション後イン
プラントに作用する捩れ力を骨組織に結合し続ける。本発明による歯科インプラントの歯
根部分１１は、以下のように寸法決めされる場合に好結果を達成することができる。
【００４７】
　・歯根部分１１の断面積は、対応する歯槽（歯薄膜を備えた根）の対応する断面積と同
様のサイズである。刃先部１４、恐らくはステップ１３および軸方向に延在するくびれこ
み構造２１も、熱可塑性材料の表面範囲１６と同様に、これらの直径から突出する。
【００４８】
　・一方で、隣接するステップ１３間の軸方向の距離は、ステップ深さおよび歯根部分の
局所的な急勾配に依存する。他方、ステップ深さを特に近位方向に増加させ、距離を減じ
、可能であれば刃先部をわずかに突出するよう作って、インプラントを最適に固定するた
めに刃先部が歯槽壁により深く侵入するようにすることが有利であろう。
【００４９】
　・ステップ１３の深さは１ｍｍを超過せず、好ましくは０．１ｍｍから０．５ｍｍの間
である。この深さは２つの歯の間で利用可能な空間によってさらに制限される。ステップ
が歯槽壁の寸法を約０．３ｍｍ以上超えて突出する場合、移植前に対応するショルダ部を
歯槽壁に作ることが推奨される。
【００５０】
　・熱可塑性材料の表面領域１６は、周囲の表面領域１７を０．０５ｍｍから２ｍｍ（好
ましくは０．２ｍｍから１ｍｍ）超えて突出する。
【００５１】
　・熱可塑性材料の表面範囲１６は、歯根部分１１の総表面積の１０％から５０％を覆う
と有利であり、表面領域１７間で軸方向に延在すると有利である。
【００５２】
　予期された集合的負荷に従って、上記の仕様は歯科インプラント以外に適合することが
できる。対応する骨量が利用可能であることを条件として、ステップ深さは、空洞の急勾
配に一致するためのみならず、骨が過度の局所的応力なく十分に刺激されるような力の最
適な結合を可能にするためにも、実際に増大することができる。刃先部およびステップに
よって骨組織に結合される負荷は、オッセオインテグレーション後、平均０．５％未満だ
が０．０５％以上の骨組織の伸びを誘発する。
【００５３】
　上述の他のインプラントは、例えばそのように準備された管状骨に移植される関節人工
器官（例えば股関節、膝関節または指関節人工器官）のシャフトであって、骨端、骨幹、
骨幹端形状に適合され、または作られる空洞に適合され、またはこの形状に現存する。イ
ンプラントは、損傷を受けた骨領域（例えば頭蓋もしくは顎領域の欠損または任意の骨領
域の腫瘍によって引き起こされた欠損）の再建のためのインプラントであってもさらによ
い。さらに、本発明を既存のインプラントのレプリカに適用することが考慮されてもよく
、その場合、重要な骨組織の喪失が最小限で済む修正手術において、既存のインプラント
は、既存のインプラントに適合された、または既存のインプラントの摘出に起因する空洞
に適合された個別インプラントと、置換される。
【００５４】
　熱可塑性材料の表面範囲１６は有利にエネルギディレクタを含み、すなわちこれらの表
面は縁部もしくはポイントを含み、または突出パターンを含む。エネルギディレクタは、
骨組織に位置決めされたインプラントが機械的振動によって励起されると張力の集中をも
たらし、熱可塑性材料が骨材料に接する領域で液化し始めること、および／または熱可塑
性材料がいずれにしても液化し得ることを確実にする。
【００５５】
　熱可塑性材料は、機械的振動を適用することによってインプラント全体が音響的に励起
される、すなわち共振器として機能するような態様で選択され、インプラント上に配置さ
れると有利である。したがって機械的振動は、インプラントの内部、特に非熱可塑性材料
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と熱可塑性材料との間の接触面において、または熱可塑性材料内で、関連して減衰される
ことはない。したがって熱可塑性材料は、特にエネルギディレクタが骨組織に接するイン
プラント表面で液化する。熱可塑性材料内での湿気がほとんどないことを確実にするため
に、少なくとも０．５ＧＰａの弾性率を有する材料が選択されると有利である。２つの材
料間の境界領域のエネルギ損を防ぐために、熱可塑性材料と非熱可塑性材料との接続は可
能な限り大きい表面があり、強固であれば有利である。
【００５６】
　超音波エネルギを移植に用いる場合、熱可塑性材料は、移植中、小柱室（trabecular c
hambers）２つ分の深さ、すなわち約０．２ｍｍから１ｍｍの範囲の深さまでは骨組織に
押しつけることができる。そのような浸入深さを達成するために、熱可塑性材料は適切な
量において存在しなければならず、インプラント設計は、熱可塑性材料と空洞壁との間の
表面積に十分に大きい半径方向の力を保証するようにすべきである。
【００５７】
　図２、図３および図４から明らかなように、歯科インプラントは、歯根領域１１に加え
て、例えば歯冠領域１２（図２）、人工歯冠１９（図３）を取り付けるための円錐１８、
または円錐、橋脚歯、もしくはブリッジもしくは１組の義歯のための固定インプラントを
固定するための手段（例えば図４の、雌ねじを備えたポケットホール２０）を含んでもよ
い。このような構成は先端技術で周知である。
【００５８】
　図５Ａおよび図５Ｂは各々、わずかに大きい縮尺で本発明によるインプラントの刃先部
１４の軸断面を示し、インプラントは近位端が上方に向き、遠位端が下方に向くように示
される。刃先部１４はインプラント遠位端（図５Ａおよび５Ｂにおいて下向き）の方に向
かい、９０°未満（有利には４５°から８０°）の楔角βを含む。刃先部はインプラント
軸からわずかに突出して設計される。このような突出した設計に依存して、インプラント
軸Ｉと平行に延在する空洞壁Ｋ（ボア）に対し、結果的に逃げ角α（図５Ａ）またはクリ
アランス空間ａ（図５Ｂ）ができる。このようなクリアランスは、空洞壁とインプラント
との間の摩擦を減じ、それにより熱の生成を減じる。逃げ角αは小さい（例えば１°から
１５°）と有利であり、クリアランス空間の深さは例えば０．１ｍｍから０．３ｍｍであ
る。刃先部１４が切り込んでチップを形成することを可能にするためには、α＋βになる
切削角が９０°未満、またはチップを支持する表面２２とインプラント軸Ｉとの間の角度
γが９０°未満である。刃先部によって空洞壁から形成されるチップＳはチップを支持す
る表面２２の下側のアンダーカットに押しつけられてチップ空間２３として機能する。こ
のチップ空間２３のサイズに依存して、刃先部１４の効果は切り込み効果のみならず、骨
組織の密度が高められるような圧縮効果にもなる。
【００５９】
　図５Ａおよび図５Ｂで示される刃先部１４と同様の刃先部１４を備えたインプラントが
わずかに円錐形の空洞（インプラント軸に平行でない空洞壁Ｋ）に移植される場合、刃先
部は突出する必要がない。このとき逃げ角αは例えば空洞壁Ｋとインプラント軸Ｉとの角
度に等しい。
【００６０】
　図６も軸断面で一連の刃先部１４、１４’および１４”を示し、それらは移植方向（図
６では下向き）に互いの後ろに配置され、図５Ａに示される刃先部と同様に設計される。
刃先部とインプラント軸Ｉとの間の距離はインプラント方向に減少し、そのためインプラ
ント軸Ｉに平行に延在する空洞壁Ｋ（刃先部の衝突前はＫ’）の上にチップを形成する際
に刃先部が連続して働くことを可能にする。このような場合にも明らかに、刃先部１４、
１４’および１４”は、可能な限り小さい断面の減少部と組合わされる。しかしながら、
円錐インプラント（例えば図２および図３による）の場合と異なって、ステップ深さ（ｄ
）は、空洞またはインプラントの一般的形状に依存するのではなく、最適な切り込みおよ
びチップ形成、ならびにそれによるインプラントの固定のために設計することができる。
対応するボアに移植される歯科インプラントについては、深さまたはステップは０．３ｍ
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ｍを超過しないのが有利である。
【００６１】
　チップ空間２３が刃先部のインプラント側（チップ）のチップ材料の合計に対して十分
大きくない場合、チップ材料はそこに圧縮される。過度の圧縮を回避するために、この材
料の少なくとも一部が例えばチャネル２５を通して、例えば吸いとったり洗い流したりす
ることによって取除かれてもよい。材料が洗い流しによって取除かれる場合、洗い流しに
より取除かれる材料（チップ材料および洗い流し助剤）が空洞壁とインプラントとの間の
空洞から排出できるようなインプラント設計であることに注意すべきである。
【００６２】
　図７も軸断面図であって、刃先部を備えていないステップ１３（断面のステップ状減少
部）を示し（ボアにおいて、切削角α＋β＝９０°であって空洞壁がインプラント軸Ｉと
平行であるか、または空洞壁Ｋを備えた円錐の空洞において９０°より大きく、角度γが
９０°以上である）、そのため最良でも空洞壁上で擦るような態様で作用する。円錐イン
プラントにおいては、刃先部を備えたステップに加えてこのようなステップ１３が与えら
れ得る。さらに図７において液化可能材料Ｍの表面範囲１６が見られ、そこでは液化可能
材料は凹部に位置し、周囲の表面領域から突出する。ステップ１３が刃先部を備えていな
い場合、液化可能材料およびそれに関連した凹部は、図８においてこのようなステップ１
３を通る別の軸断面で示されるように、ステップ全体にわたって延在してもよい。
【００６３】
　図９も本発明によるインプラントを示す軸断面図であって、インプラントは中空の空間
２６を含み、液化可能材料Ｍが移植前にそこに位置決めされ、さらに開口部２７を含み、
液化可能材料が移植中に液化されると（Ｍ’）そこを通ってインプラント表面へ押しつけ
られる。押出された液化材料はその後インプラントの外側で表面範囲を形成し、かつ再凝
固後に骨組織とインプラントとの間に固定を形成する。中空の空間２６は、例えば角度の
ついたショルダ部の形状でエネルギディレクタ２８を備えると有利であり、液化可能材料
の最適な液化およびその粘度の低下のためのエネルギ消費量を最小限にする。
【００６４】
　図１０は、本発明によるインプラントのさらなる例として、天然の臼歯のように複数の
歯根部分１１を含む個別歯科インプラントを示す。この歯根部分１１は必ずしも天然の歯
根全体を代替する必要はなく、その機械的に関連のある、かつ／または摘出可能な部分に
限定されてもよい。この場合もまた、臼歯の摘出直後にインプラントを移植して移植直後
にインプラントに負荷をかけることが可能である。したがってインプラントは、例えば摘
出された歯の歯冠のレプリカである歯冠部分１２を含んでもよい。
【００６５】
　図１１は本発明によるさらなる個別歯科インプラントを示し、これも少なくとも部分的
に刃先部を備えるステップ１３を有する歯根部分１１を含む。これらのステップ１３は歯
根部分１１に軸方向に不規則に分散され、そのまわり全体に延在するわけではなく、イン
プラント軸Ｉに対して直交するよりむしろ斜めである。したがって、熱可塑性材料の表面
範囲１６およびオッセオインテグレーション表面領域１７は、不規則なパターンを形成す
る。インプラントはさらに、移植後に顎骨から歯肉へと突出する、かつ他の部分を固定す
るために例えば雌ねじを有するポケットホール２０を備える、橋脚歯状の近位部分３０を
さらに含む。橋脚歯３０は環３１を含み、環３１の下縁部は刃先部を形成するよう切り取
られる。移植後、橋脚歯３０は、このわずかに顎骨の表面に切り込む下縁部に支持される
。環３１の下に熱可塑性材料のリング３２があり、それは移植中に液化することにより顎
骨の外部層のインプラントを固定する。特に高齢の患者にとって、このリング３２は吸収
性でない熱可塑性物質からなると有利であり、その結果、固定機能に加えて骨組織を絶縁
する機能を発揮することができ、インプラントのまわりにしっかりと嵌合できないことが
ある歯肉の絶縁機能を増強する。
【００６６】
　環３１およびリング３２は、機能的に互いから独立しているよう設計されてもよい。さ
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らにそれらは個別に用いることができ、標準化された歯科インプラントと、骨表面にイン
プラントを固定するための、およびインプラントのまわりの骨空洞をしっかりと閉じるた
めの、歯科以外のインプラントとの組合わせでも用いることができる。
【００６７】
　本発明によるインプラントの形状が円形のシリンダ状または円形の円錐状でなく、個別
インプラントの場合は回転的に全く対称でないので、空洞内のインプラントの配向性が正
確に規定される。この理由のために、図１１に示されるように、環３１をインプラント軸
に直交する面にではなく、また円形でもなく（回転的に不変に）、天然の歯に適合される
ように、すなわちほぼ楕円で自然な顎隆線のように湾曲して（スカラップ状に）設計する
ことが可能である。
【００６８】
　図１２は、例として再び歯科インプラントとして設計される、本発明によるさらなるイ
ンプラントを示す。したがってインプラントは、少なくとも部分的に、この場合インプラ
ント外周の部分に限定されて刃先部１４としてのステップ１３を備えた歯根部分１１を含
み、その結果、それらはインプラント表面の残りの部分から鱗のように突出している。こ
れらの鱗片状の構造は、歯根部分１１上に示されるように本質的に長方形または正方形で
あってもよく、上述のように（図５から図７）、縁部（下縁部）が外周に沿って延在し、
それらは鈍くても鋭くてもよい。同じことは鱗片状の構造の本質的な軸方向の縁部にも当
てはまり、切り込むように設計されていれば、軸方向に延在するくびれこみまたはタッピ
ング構造として機能する。
【００６９】
　図１２では、歯根部分１１の右側に、鱗片状の形状を有するステップ１３のさらなる例
示的形状を示す。これらは例えば、軸方向に凹型（中央もしくは外側のポイントの方へ曲
がって）もしくは凸型（示されない）の下縁部、または下縁部に向って角度をなして傾く
軸方向の縁部を含んでもよい。これらの下縁部および下縁部の上の領域は、径方向にも平
らであってもまたは凹凸に曲がっていてもよく、したがって「鱗」は真っ直ぐでも、円錐
または中空の円錐の形状でもよい。
【００７０】
　個別歯科インプラントの歯根部分１１に、それ自体公知の態様で、１つまたは複数の貫
通した開口部３３を与えることも可能である。オッセオインテグレーション期の間、骨組
織はこのような開口部を通って成長する。
【００７１】
　図１３および図１４は、例えば歯科インプラントとして使用され得る、本発明によるイ
ンプラントのさらなる実施例を示す。図１３は側面から見たインプラントを示し、図１４
はインプラント軸Ｉに対して直角の断面としてみたインプラントを示す（図１３の切断線
ＸＩＶ－ＸＩＶ）。インプラントは本質的に円筒状で、円筒状のボアに移植されるよう設
計される。インプラント軸に対して互いに対面する２つの側面において、インプラントは
熱可塑性材料Ｍの表面範囲１６を含み、そこで熱可塑性材料は凹部４０（ここでは軸方向
に閉じた溝）に位置し、周囲の表面領域１７から突出する。熱可塑性材料の表面範囲１６
間のインプラント外周上であってインプラント近位端に向って、刃先部１４を有する突出
領域４１がある。これらは本質的にインプラント軸を横切って延在し、インプラント軸か
ら距離があり、その距離は、図６に示されるように、移植方向に減少する。これらの距離
は刃先部によって約０．３ｍｍずつ（歯科インプラントの場合）異なり、そのためインプ
ラントは前もって形状を適合することなしに円筒状の空洞（ボア）に移植することができ
る。換言すると、刃先部１４は、各刃先部が空洞壁からチップを切り取って空洞壁を変え
るような態様で設計されており、それにより次の刃先部が再びチップを切り取ることを可
能にする。軸方向に配列された刃先部間の距離は、歯科インプラントより大きなインプラ
ントについては、インプラント軸に対して直角に測定して０．３ｍｍを超過してもよい。
【００７２】
　このように、図１３および図１４によるインプラントは回転的に不変な空洞（円形の円



(15) JP 4732368 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

筒状ボア）に移植され、その非回転可能な形状によって、移植後のねじれ負荷に対してな
お安定化される。ねじ形状のインプラントと比較して、ここで示されたインプラントは、
前もって正確に規定した回転位置に移植することができ、そのため回転的に不変なもの、
例えばスカラップ状の環、歯冠など以外にも橋脚歯を支えることもできるという利点を有
する。
【００７３】
　図１３および図１４によるインプラントについては、熱可塑性材料のために与えられる
凹部４０が軸方向に延在する溝であることは条件ではない。これらの溝は、移植されたイ
ンプラントの捩れ力を吸収する能力を改善するよう、特に螺旋状に延在してもよい。図１
３および図１４によるインプラントが、ステップ状のボアまたは円錐状に狭くなる内部端
部を有する空洞に移植される場合、インプラントは、刃先部に加えてステップ（示されな
い）を含んでもよい。そこで凹部４０および凹部に配置される液化可能材料は、図８に示
されるように、ステップ全体にわたって連続してもよい。
【００７４】
　図１５、図１６Ａおよび図１６Ｂは、本発明による別のインプラントを示し（図１５は
軸断面、図１６Ａは切断線ＸＶＩ－ＸＶＩによってインプラント軸を横切る断面図、図１
６Ｂは側面図）、例えば図１３によるインプラントに実際上対応する歯科インプラントで
あるが、中空の空間２６および開口部２７を含み、開口部２７は例えば本質的に円形また
はスリット形状であって中空の空間２６をインプラントの外部表面に接続する。開口部２
７は凹部４０に開き、凹部４０は液化可能材料の密着性を向上するために例えば粗面化さ
れた底面を含む。この場合熱可塑性または揺変性材料であり得る液化可能材料Ｍは、移植
に先立って、または移植中に中空の空間２６に位置決めされ、機械的振動の助けによって
少なくとも部分的に液化され、開口部２７を通って凹部４０に押し込まれる。これらの凹
部はインプラントと空洞壁との間にポケットを形成し、液化された材料がその中へ押出さ
れて、そのため集中的に空洞壁と接触させられる。図１６Ａから明らかなように、凹部４
０はインプラントのまわりで螺旋状の溝として設計することができる。螺旋状の溝は移植
の際インプラントを回す傾向がないのに、移植後にはなお空洞内での回転に対してインプ
ラントをより安定させるので、これは中空の空間２６を備えたインプラントには特に有利
である。
【００７５】
　図１５、図１６Ａおよび図１６Ｂによるインプラントは、液化可能材料Ｍを液化するこ
となく有利に移植され、すなわち空洞内の最終位置に持ち込まれる。その目的のために、
インプラントは通常のツールでホームへ戻されるか、機械的振動要素（例えば超音波装置
のソノトロード（sonotrode））で押される。その後、インプラント位置はチェックされ
、必要であれば、深さおよび回転位置に関して微調節される。その後初めて液化可能材料
が機械的振動に衝突し、インプラントの遠位端に対して押され、それによって液化されて
開口部２７を通って現れ、凹部４０を満たして周囲の骨組織に浸入する。インプラント位
置の前記チェックおよびあり得る調節の間にインプラントに空洞内で十分な安定を与える
ために、刃先部が骨組織に留まるのみならずインプラントが空洞内で圧入によって保持さ
れるような態様で、インプラントの寸法を空洞に対してわずかに大きめにすることが有利
であろう。
【００７６】
　液化可能材料を液化するために、中空の空間２６の断面に対して調節されたソノトロー
ドが使用されてもよく、またはインプラントの構成要素であるピストン４２が用いられて
もよい。機械的振動をピストンに結合するために、ソノトロードは、ピストン４２の近位
端４３に位置決めされる。ピストン４２は、液化可能材料の液化および変位の増大ととも
に、その近位端４３が中空の空間２６の開口部に到達するまで中空の空間２６に侵入する
よう設計される。ピストン４３は、例えばチタンからなり、その近位端４３の領域に細目
ネジ４４を備え、その細目ネジもチタンからなる場合は、中空の空間２６に押し込まれる
とき中空の空間の壁に冷間溶接される。このように中空の空間２６の近位開口部はしっか
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りと密閉され、口腔と骨組織との間の絶縁を確実にし、その絶縁は歯科インプラントには
重大である。液化可能材料が吸収性であれば骨組織は移植後に徐々にこれを置換し、すな
わち骨組織は開口部２７および中空の空間２６内へ成長し、中空の空間２６が口腔からし
っかりと密閉されることがなおさら重要である。
【００７７】
　図１７は、液化可能材料を変位するために中空の空間２６の近位開口部内で位置決めさ
れたピストン４２を図１５のように断面図で示す。ピストンは、十分な液化可能材料が対
応する開口部２７を通って中空の空間２６からインプラントの外部表面へ押出されたとき
に、ピストンの近位端４３がインプラントの近位表面４５に到達するような態様で設計さ
れている。ピストンの近位端部４３は円錐状に広がり、ピストン４２はこの場合熱可塑性
材料、例えばＰＥＥＫからなる。中空の空間２６の近位開口部のまわりの縁部がピストン
４３の振動する広い端部に接すると、それはエネルギディレクタとして作用して張力の集
中を引き起こし、そのため熱可塑性材料が液化される。液化された材料は、裏層溝４７が
与えられると有利である、中空の空間２６の壁とピストン４２との間に侵入し、そのため
ピストン４２と共に中空の空間２６の近位開口部をしっかりと閉じる。
【００７８】
　図１８は、本発明によるインプラントを通る軸断面を再び示し、それは開口部２７によ
ってインプラント外部表面に接続された中空の空間２６を含む。液化可能材料、この場合
は熱可塑性物質が、特に開口部２７の領域で機械的振動の効果によって液化されるために
は、例えば中空の空間２６の外周に沿って延在する鋭い縁部の形状のエネルギディレクタ
２８が、開口部２７の内部出口で与えられる。中空の空間２６の遠位端には、例えばとげ
形状のエネルギディレクタ２８が与えられてもよい。中空の空間２６内を進んで機械的振
動に衝突する液化可能材料の一片がエネルギディレクタ２８に当たり、その結果、振動す
る材料において局所的な応力集中およびそこでの局所的な液化が生じる。
【００７９】
　さらに図１８では、開口部２７およびその凹部４０への出口の様々な実施例が明らかと
なる。開口部２７の断面は、例えば円形（図１８の中の上部）またはスリット形状（図１
８の下部）であり、凹部は縁部によって開口部から隔てられ（図１８の左）、または開口
部の出口が広くなるよう設計することができる（図１８の右）。挙げられた特性の組合わ
せも考慮されてもよい。
【００８０】
　図１９は、図１３および図１４による例示的なインプラントに基づいて中間要素５２を
示し、それは特に超音波振動といった機械的振動によってインプラントを移植するのに好
適である。中間要素５２は、インプラント側において、特定の、恐らくは個別インプラン
ト１０の近位端領域に適合され、励起側では、超音波装置の一部である有利に標準化され
たソノトロード５３に適合される。中間要素の接続は、片側、または両側に接続される緩
い嵌合として有利に設計され、すなわち軸方向に遊びのある接続として、かつ径方向にガ
イド機能があるよう設計される。他方の接続は、例えば摩擦係合されるクランプ嵌合また
はねじ留め接続などで固定されてもよい。
【００８１】
　中間要素５２は、ほとんど音響的減衰のない（弾性率の高い）材料（例えばＰＥＥＫ）
からなると有利であり、対応する態様で設計されてもよく、またはインプラント１０およ
びソノトロード５３を音響的に適合させることができるように、対応する材料でできてい
てもよい。これは、中間要素５２が、標準化されたソノトロード形状と特定のインプラン
ト形状との間のインターフェース機能に加えて、音響的適合機能を有し得ることを意味す
る。中間要素はさらに、移植中の配向および測定目的でさらにマーカを有してもよい。中
間要素はインプラントに直接属さずに外科医が容易にアクセスできる部分として機能して
もよく、特に比較的小さな歯科インプラントの場合には、インプラントの扱いをより容易
にする。中間要素５２は生産中にインプラント１０に取り付けられ、移植後に廃棄される
と有利である。このように、中間要素はインプラントパッケージングの一部をなすことも
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できる。中間要素５２が透明な材料からなる場合、中間要素はさらに光送信機能を有する
こともでき、そこで空洞およびインプラントを照らすための光がソノトロード側から中間
要素に結合される。
【００８２】
　インプラント１０と中間要素５２との、および／または中間要素５２とソノトロード５
３との間の（または中間要素が使用されない場合はソノトロードとインプラントとの間の
）緩い嵌合接続は、インプラントの方へ向けられた軸振動成分のみ、すなわちインプラン
トを空洞へと駆動する成分のみを送信することができる。空洞からインプラントを引出す
振動成分は送信されない。前述の緩い嵌合接続によって生成された半波による移植が有利
であることが、経験的に示される。１つの理由は恐らく、空洞内にインプラントを引出す
動きがなく、したがって空洞壁とインプラントとの間で生成される摩擦熱がより少ないと
いうことである。緩い嵌合接続のさらなる利点は、それがインプラントをソノトロードか
ら、また該当する場合には中間要素から音響的に隔てることと、そのために、励起部分と
インプラントとの間の正確な音響的チューニングがそれほど重要でなくなるということで
ある。
【００８３】
　緩い嵌合接続は、例えばインプラントと中間要素との間の間隙によって実現され、それ
は毛細血管のように作用し、移植直前にそこに液体が供給される。中間要素に挿入されて
上方に向いているインプラントはソノトロードに取り付けられ、次に、液体、例えば水が
、インプラントの近位端と中間要素との間に与えられる。毛細血管効果によって液体は２
つの部分間に拡がり、インプラントが嵌合から脱落することなく下方に向くため回れるよ
うにそれらを十分に合わせて保持する。
【００８４】
　図２０は、本発明によるインプラント１０と中間要素５２との間の（または中間要素と
ソノトロードとの間の、またはインプラントとソノトロードとの間の）緩い嵌合接続のさ
らなる実施例を、部分的軸断面で示す。この緩い嵌合接続は、位置あわせされて軸方向に
大きめにサイズ決めされたスナップリング溝５５に位置決めされた張力リング５４を本質
的に含み、張力リングの一方はインプラント１０に、他方は中間要素５２に配置され、イ
ンプラントの重量を保持することができる材料でありながら、力をほとんど用いずにイン
プラントを嵌合から分離するためのリングの破壊がなお可能であるような材料からなる。
緩い嵌合接続のさらなる実施例は当業者によって知られており、この事例に同様に適用さ
れてもよい。
【００８５】
　図２０に示されるように、中間要素５２はソノトロード５３とインプラント１０との間
の空間全体を満たす必要はない。中間要素５２は開口部または他の適切な部分的に中空の
構造を含んでもよい。
【００８６】
　図２１は、本発明によって歯科インプラント１０を生産する方法を示す。この方法は本
質的に３つのステップを含み、それらすべてはそれ自体公知の方法に基づく。これらのス
テップは次の通りである。
【００８７】
　・測定するステップ。代替される歯１および／または対応する歯槽５７、または歯槽壁
７がそれぞれ例えば三次元画像を生成するために測定される。像を表わす測定データはさ
らなる処理のために準備される。
【００８８】
　・データ処理ステップ。像を表わす測定データは、特に刃先部および液化可能材料構造
を追加することによって、また該当する場合は大きめのサイズの、または軸方向に延在す
るくびれこみもしくはタッピング構造を追加することによって、調節される。像が完全な
三次元画像でない場合、経験に基づくインプラント形状を用いて完成される。処理された
測定データはインプラント生産のために準備される。
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【００８９】
　インプラント生産ステップ。インプラントは、処理された測定データに基づいて、必要
な場合には一連の生産ステップで生産される。
【００９０】
　測定ステップには、特にコンピュータ断層撮影法（ＣＴ）またはＭＲＩ方法（磁気共鳴
映像法）といった様々な方法が適し、これらの方法によって、例えばまだ摘出されない歯
について、歯１および歯槽５７の像を同時に生成することができる。このような方法は、
代替される天然の歯の摘出に先立ってインプラントを生産することを可能にし、そのため
代替される歯の摘出および定位置へのインプラントの移植が一続きの動作のみで可能とな
る。
【００９１】
　しかしながら、抽出された歯および／または歯槽５７を摘出後に測定することが可能で
あり、特に摘出によって引き起こされた歯槽の変形を測定に含むことができる。
【００９２】
　複雑な器具を要する三次元画像を得る代わりに、二次元のＸ線像または複数のそのよう
な像から適切な測定を行うことも可能である。インプラント用の三次元模型を作成するた
めには、像は経験に基づく対応する値によって補完される。
【００９３】
　データ処理のステップは、ＣＡＤシステム（コンピュータ支援設計）で行なわれると有
利であり、それには測定ステップからのデータが供給される。歯槽５７の測定データが入
手可能である場合、インプラントの根部分はこれらのデータに基づいて作られると有利で
ある。代替される歯の測定データが入手可能でありさえすれば、経験に基づく歯薄膜の厚
さが加えられる必要があってもよい。中空の空間を備えたインプラントは、圧入のために
大きめのサイズである必要があり得る。さらに、根部分の外側面は、刃先部および熱可塑
性材料の表面領域、ならびに可能であればオッセオインテグレーションを促進する構造に
よって修正される。予備インプラント１０’には熱可塑性材料の表面領域のために凹部が
備えられる必要があり得、この凹部に熱可塑性材料の部分が与えられ、形状適合によって
固定されると有利である。オッセオインテグレーションできる表面領域に対しては、例え
ば適切な表面構造が与えられる。
【００９４】
　データ処理のステップにおいて、例えば歯冠部分１２などのインプラントの近位端に可
能な限り正確に適合される中間要素５２の生産に基礎を与えるデータもまた生成される。
同様のデータは、処理ツール５８または１組のそのようなツールの生産のために生成され
得、これらのツールはインプラントの根部分に適合される（１つの処理ツールにはわずか
にサイズが小さめであり、または１組の処理ツールにはそれよりもサイズが一層小さくな
り、かつ徐々に小さくなる）。処理ツール５８は、インプラントの移植に先立つ歯槽壁の
準備に役立つ。
【００９５】
　インプラントを生産するステップは、ＣＡＭシステム（コンピュータ支援機械加工）に
よって有利に行なわれ、そこにデータ処理ステップからのデータが供給される。このステ
ップにおいて、予備インプラントは、例えば適切なチタンブランクから、例えばフライス
切削、研削加工または電子侵食によって生産される。オッセオインテグレーションできる
表面領域がこれから適切な表面処理によって作られ、熱可塑性材料の部分が（ラッチ、接
着、成型、超音波などによって）取り付けられて、結果として完成したインプラント１０
を生じる。
【００９６】
　中間要素５２および歯槽壁の準備用の処理ツール５７は、予備インプラント１０’と本
質的に同じ方法で生産される。
【００９７】
　図２２は、本発明によって歯科インプラントを移植する方法を示し、示されたインプラ
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ント１０は、本発明によって備えられた歯根部分１１に加えて歯冠部分１２をさらに含み
、両方の部分は代替される天然の歯の形状に適合される。示されたインプラント１０の歯
根部分１１は、刃先部１４を備えたステップ１３と、熱可塑性材料の表面範囲１６と、適
切な場合には軸方向に延在するくびれこみまたはタッピング形状（示されない）とを含む
。
【００９８】
　歯槽５７は、例えば超音波によって駆動されるツール（示されない）の助けによって、
移植に先立って清掃され、掻き出される。直接移植によって引き起こされる骨組織への応
力に耐えられる場合、インプラントはそのように準備された歯槽５７に直接移植される（
図２２の左側に図示された実施例）。骨組織への応力が低く保たれる場合、歯槽５７は、
インプラントのステップ１３に対応する歯槽壁７のショルダ部１３’を生成する処理ツー
ル５８によって準備される（図２２の右側に図示された、処理された歯槽５７’を備える
実施例）。この準備のために、歯根部分に適合された処理ツール５８が歯槽に導入される
。したがって処理ツール５８の断面積は、そこのインプラントの対応する測定値よりわず
かに小さくなければならない。必要であれば、いくつかのこのような処理ツールが使用さ
れてもよく、各ツールは以前に用いられていたツールと比較してわずかに厚い。
【００９９】
　インプラントが個別に歯槽に適合されるのではなく、好適だが標準化されたインプラン
トが使用される場合、歯槽もまた対応するツールによって準備される。
【０１００】
　処理ツール５８は適切なタッピングによって歯槽に配置される。しかしながら、それら
は好ましくは超音波といった機械的振動によって励起され、同時に歯槽へ導かれると有利
である。必要であれば、処理ツール５８はわずかに研磨性の媒体に接触され、その媒体は
ツールの遠位端の開口部を通ってツールと歯槽壁との間に押しつけられ、媒体はさらに破
砕された骨材料を運び出す役目をする。
【０１０１】
　インプラント１０は、清潔にされ、または適切に処理された歯槽（５７または５７’）
に配置される。インプラントは、このようなインプラントの歯槽への配置中に特に超音波
である機械的振動に衝突されると有利である。当然、まずハンマリングツールを用いてイ
ンプラントを歯槽に配置し、次に超音波に衝突させることも可能である。
【０１０２】
　特にインプラントが歯冠部分１２を含む場合、この歯冠部分に適合される中間要素５２
を使用することが有利である。インプラントが、本質的に平らな近位表面または標準的な
構造を有する歯根部分のみを含む場合は、中間要素５２をも用いることが可能であるが、
適切な標準ソノトロードを単独で使用することも可能である。ソノトロードの長さおよび
形状、また該当する場合には中間要素を適合させることによって、インプラントの音響的
励起を最適化することができる。処理の向上のため、ソノトロードまたは中間要素５２は
、形状適合または材料適合または真空の適用などの適切な方策によりインプラントへのリ
ンクを支援するように備えてもよい（図１９および図２０ならびに説明の対応する部分を
も参照のこと）。
【０１０３】
　インプラントの歯根部分が単に機械的に関連する部分または対応する天然の歯根を表わ
すが天然の歯根が全て摘出されていない場合、インプラントによって占められない歯槽の
部分は、移植前に、例えば増強に使用されるようなリン酸カルシウム果粒などの骨置換材
料で満たされると有利である。
【０１０４】
　インプラントは、可能な限り速く、すなわち代替される歯の摘出直後に移植されると有
利である。
【０１０５】
　歯槽がない、または前の歯槽が再生された骨組織で満たされているような顎骨の場所に
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、本発明による上述したインプラントの移植のために空洞を作り、その空洞を準備するこ
とも当然可能である。このような空洞の形状および対応するインプラントは骨構造に対し
て調節することができ、例えばコンピュータ断層撮影法によって歯槽と同様に測定し得る
。
【０１０６】
　図２３Ａから図２３Ｃは、本発明によるシャフトを備える関節人工器官の移植を示す。
図２３Ａは、関節人工器官のシャフトが移植される、骨端領域６０．１、骨幹領域６０．
２、および骨幹端６０．３を有する骨６０を通る断面を示し、このシャフトは特定の骨へ
の移植のために特別に生産された個別インプラントまたは適切な標準化されたインプラン
トでもよい。図２３Ｂは処理器具５８を（ここでも断面で）示し、その形状はインプラン
トの形状と本質的に一致し、骨６０に空洞６２を作るかまたはこれを処理するよう機能す
る。図２３Ｃは、空洞６２に移植される関節人工器官１０を側面から見た図を示す。シャ
フトは不規則な円錐として形成され、刃先部１４を備えたステップ１３、刃先部間に位置
する熱可塑性材料の表面範囲１６、および軸方向に延在するくびれこみまたはタッピング
構造２１（リブ）を含む。
【０１０７】
　ＣＴまたはＭＲＩによって確認された骨形状から始めて、関節人工器官１０および処理
ツール５８が選択され、または図２１に関して説明された歯科インプラントと本質的に同
じ方法で生産される。そこでは、インプラント１０および空洞６２は、刃先部１４および
リブ２１によるインプラント固定が骨端および骨幹領域に位置するように計画される。熱
可塑性材料の表面範囲１６は、増大した引張り応力およびせん断応力に晒されるポイント
に配置される。それにより、オッセオインテグレーションにとって好都合ではない骨転位
を減じるか、またはインプラントと骨との接触領域における骨延長を重要でないレベルに
まで減じることが可能になる。空洞を作る際、第１の開口部は標準的な器具で生産するこ
とができる。少なくとも最後のクリアランスステップについては、空洞６２の形状をイン
プラント１０の形状に十分に適合させるために、インプラントの形状に適合された処理ツ
ール５８が使用される。
【０１０８】
　図２４Ａから図２４Ｃは、骨腫瘍の除去に起因する骨欠損に対する本発明によるインプ
ラントを用いた再建を示し、インプラントは欠損にブリッジを架ける。図２４Ａは腫瘍６
６を有する骨６５を断面で示す。図２４Ｂは取除かれる骨６６’（切除）および、少なく
とも空洞６２の完成に使用される処理ツール５８を断面で示す。図２４Ｃは、完成した空
洞６２およびこの空洞に移植されるインプラント１０を断面で示し、このインプラントは
、例えば刃先部１４を備えたステップ１３および熱可塑性材料の表面範囲１６を含む不規
則な円錐のような形状に再び形成される。
【０１０９】
　骨腫瘍６６は、まずＸ線、ＣＴまたはＭＲＩによって形状が規定される。測定データに
基づいて、外科医が切除のサイズを決定する。インプラント１０および処理ツール５８は
、切除形状に従って選択され、または特別に生産される。
【０１１０】
　処理ツール５８は、ステップの刃先部領域でツール表面に至る吸込みチャネル５８．１
をさらに含む。これらの吸込みチャネル５８．１を通じて、骨材料、骨髄および腫瘍細胞
が空洞から吸出され、ツール５８によって取り除かれる体積を増加させ、脂肪塞栓症に結
びつきかねない局所的圧力の構築を回避する。腫瘍細胞を吸出すことによりそれらが健康
な組織へ転移することをも防ぎ、それにより、転移細胞が後に残る危険を著しく減じる。
【０１１１】
　以前に説明された図および対応する説明部分は、ほとんどの場合、特定のインプラント
（歯科インプラント、関節人工器官、個別インプラント、標準インプラントなど）および
これらのインプラントの特定の特性に関する。記載された特性を他のインプラントに、ま
た本願明細書に記載されたものと異なる組合わせで適用することが当然可能である。した
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がって、特に記載されないが本発明に属するインプラントが作られ得る。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】顎の隆線を横切る断面で天然の歯を示す図である。
【図２】図１による歯を置換する、本発明による個別歯科インプラントを示す図である。
【図３】本発明による歯科インプラントの好ましい実施例の側面図である。
【図４】個別歯科インプラントを通じた３つの断面積を、互いの上に投影して示す図であ
る（図３の切断線Ａ－Ａ、Ｂ－ＢおよびＣ－Ｃ）。
【図５Ａ】本発明によるインプラントの刃先部領域を通る軸断面図である。
【図５Ｂ】本発明によるインプラントの刃先部領域を通る軸断面図である。
【図６】本発明によるインプラントの一連の刃先部を通る軸断面であって、刃先部が移植
方向に連続的に配置される図である。
【図７】本発明によるインプラントの断面のステップ状減少部（ステップ）を通る軸断面
であって、ステップは刃先部を備えない図である。
【図８】ステップ全体にわたって延在する液化可能材料を備えたステップを通る軸断面図
である。
【図９】本発明によるインプラントの実施例を通る部分的軸断面であって、インプラント
の中空の空間に液化可能材料が位置決めされている図である。
【図１０】本発明による例示的な歯科インプラントを示す図である。
【図１１】本発明による例示的な歯科インプラントを示す図である。
【図１２】本発明による例示的な歯科インプラントを示す図である。
【図１３】ボアへの移植に好適な本発明によるインプラントの側面図である。
【図１４】ボアへの移植に好適な本発明によるインプラントの、インプラント軸に直角な
断面図である（図１３の切断線ＸＩＶ－ＸＩＶ）。
【図１５】中空の空間に液化可能材料が位置決めされている、ボアへの移植に好適な本発
明による他のインプラントの軸断面図である。
【図１６Ａ】中空の空間に液化可能材料が位置決めされている、ボアへの移植に好適な本
発明による他のインプラントの、インプラント軸に直角な断面図である（図１５の切断線
ＸＶＩ－ＸＶＩ）。
【図１６Ｂ】中空の空間に液化可能材料が位置決めされている、ボアへの移植に好適な本
発明による他のインプラントの側面図である。
【図１７】図１５および図１６によるインプラントの詳細を示す図である。
【図１８】図１５および図１６によるインプラントの詳細を示す図である。
【図１９】中間要素を備えた、図１３および図１４によるインプラントを示す図である。
【図２０】インプラントと中間要素との間、または中間要素とソノトロードとの間の緩い
嵌合接続についての例示的な実施例を示す図である（軸断面）。
【図２１】本発明による個別歯科インプラントの生産を例示する図である。
【図２２】本発明による歯科インプラントの移植を例示する図である。
【図２３Ａ】本発明によるインプラントとして設計された関節人工器官の移植を例示する
図である。
【図２３Ｂ】本発明によるインプラントとして設計された関節人工器官の移植を例示する
図である。
【図２３Ｃ】本発明によるインプラントとして設計された関節人工器官の移植を例示する
図である。
【図２４Ａ】本発明によるインプラントの助けによる、骨腫瘍によって損傷を受けた骨領
域の再建を例示する図である。
【図２４Ｂ】本発明によるインプラントの助けによる、骨腫瘍によって損傷を受けた骨領
域の再建を例示する図である。
【図２４Ｃ】本発明によるインプラントの助けによる、骨腫瘍によって損傷を受けた骨領
域の再建を例示する図である。
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