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(57)【要約】
　記載される実施態様は、外科的に移植される骨伸延デ
バイスに関し、伸延の過程を通して新しい骨を成長させ
ることを目的とする。本発明のデバイスは、ねじが切ら
れたポストに取り付けられるねじ機構をハウジングする
人工器官を含み、これはアンレー・プレートから組織を
通って伸びて、外科的に歯槽骨上に置かれる。短い潜伏
期の後に、所望の量の新しい骨成長（高さと幅）が達成
されるまで、デバイスのスクリュー機構は毎日作動され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下を含む骨伸延デバイス：
骨の不十分な領域で新しい骨を育てるためのプレート構成要素；および
作動可能に接続し、制御可能にプレート構成要素を後退させるためのエキスパンション構
成要素。
【請求項２】
前記のプレート構成要素はその中心から垂直に伸びるねじが切られたシリンダーを備えた
ディスク形状である、請求項１記載の骨伸延デバイス。
【請求項３】
該プレート構成要素を後退させるために、前記のエキスパンション構成要素は中空のスロ
ットを含む、請求項１記載の骨伸延デバイス。
【請求項４】
前記の中空スロットは円筒形状を有し、右回りの雌ねじを有する、請求項３記載の骨伸延
デバイス。
【請求項５】
前記のプレート構成要素およびエキスパンション構成要素はハイドロキシアパタイト材料
を含む、請求項１記載の骨伸延デバイス。
【請求項６】
前記のプレート構成要素はバイオセラミック材料を含む、請求項１記載の骨伸延デバイス
。
【請求項７】
前記のエキスパンション構成要素はバイオセラミック材料を含む、請求項１記載の骨伸延
デバイス。
【請求項８】
エキスパンション構成要素は前記のプレート構成要素のまわりを回転可能である、請求項
１記載の骨伸延デバイス。
【請求項９】
人工器官を取り付けるためのアブットメントをさらに含む、請求項１記載の骨伸延デバイ
ス。　
【請求項１０】
前記のプレート構成要素およびエキスパンション構成要素は口内で使用される、請求項１
記載の骨伸延デバイス。
【請求項１１】
以下を含む、迅速に骨再生をする方法：
エキスパンション構成要素を調節し；
前記のエキスパンション構成要素の調節によって、骨の表面からプレート構成要素を後退
させ；
前記のプレート構成要素と前記の骨表面の間にギャップを形成し；そして
このギャップの形成により、骨の不十分な領域での新しい骨の生成を達成し、成長するこ
とを許容する。
【請求項１２】
十分な骨成長の後に、前記のエキスパンション構成要素を取り外すことをさらに含む、請
求項１１記載の方法。
【請求項１３】
前記の取り外されたエキスパンション構成要素を、人工器官のためのアブットメントと置
き換えることをさらに含む、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
前記の方法は口内で適用される、請求項１１記載の方法。
【請求項１５】
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以下を含む、骨伸延デバイスの製造方法：
骨の不十分な領域で新しい骨を育てるためのプレート構成要素を形成すること；および
作動可能に接続し、制御可能に該プレート構成要素を後退させるためのエキスパンション
構成要素を形成すること。
【請求項１６】
前記のプレート構成要素を形成する工程は、その中心から垂直に伸びるねじが切られたシ
リンダーを備えたディスク形状としてプレート構成要素を形成することを含む、請求項１
５記載の方法。
【請求項１７】
前記のプレート構成要素を形成する工程はハイドロキシアパタイト材料を備えたプレート
構成要素を形成することを含む、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
前記のプレート構成要素を形成する工程は、バイオセラミック材料を含むプレート構成要
素を形成することを含む、請求項１５記載の方法。
【請求項１９】
前記のエキスパンション構成要素を形成する工程は、前記のプレート構成要素を後退させ
るために中空のスロットを含み、該中空スロットは円筒形状を有し、該中空スロット内に
時計回りの雌ねじを有する、請求項１５記載の方法。
【請求項２０】
骨の不十分な領域で新しい骨を育てるためのディスク形状の構成要素であって、その中心
から垂直に伸びるねじ機構を有する、ねじが切られたディスク形状の構成要素を含む骨伸
延プレート。
【請求項２１】
前記ディスク形状の構成要素は外科的に口内に挿入される、請求項２０記載の骨伸延プレ
ート。
【請求項２２】
プレート構成要素であって、該プレート構成要素を骨表面から伸ばす機構を有し、骨の不
十分な領域で新しい骨を育てるためのプレート構成要素を含む骨伸延プレート。
【請求項２３】
前記のプレート構成要素は患者の口内で使用される、請求項２２記載の骨伸延プレート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連する出願との相互参照
　この出願は、２００８年２月２９日に出願された米国仮出願６１／０６４，３７７の優
先権を主張する。その出願は参照され、その全体が本出願明細書に組み入れられる。
本発明の技術分野
【０００２】
　本明細書に記載された実施態様は一般に歯科インプラントシステム、および新しい骨の
成長方法に関し、より詳細には骨の欠損により傷ついている口内領域における新しい骨の
成長を促進するための歯科インプラントシステムおよび歯科外科方法に関し、より詳細に
は顎骨の領域の伸延骨形成法による、新しい骨成長の形成および軟組織の形成ための伸延
歯科インプラントデバイスおよび方法に関する。
本発明の背景
【０００３】
　整形外科医は、骨を復元し延長するために伸延骨形成法に従来は頼った。このプロセス
では骨の脈管片を張力下に置き、それによって骨修復仮骨の生成によって生得の骨形成を
引き起こす。その後、それは新しい骨を生成するために張力下に置くことができる。伸延
骨形成法を達成するために、外科医は一般に１個以上の片へ骨を切断するか分割する骨切
り術を行なう。骨セグメントが直るとともに、それらは徐々に経時的に拡大する；徐々の
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伸張は、血管および神経エンドが伸延プロセスの間に完全なままであることを可能にする
。例えば、しばしば０．５ミリメートルの２つの伸張を３日か４日間行なうことにより骨
は１日当たり１ミリメートル伸ばすことができ、これは血管および神経エンドが完全なま
まであることを可能にする。
【０００４】
　骨セグメント間のギャップが広がるとともに、体の自然治癒能力により新しい骨と隣接
した軟組織との空間が充填される。一旦所望の骨形成が達成されれば、その領域は直り一
体化することが許容される。その後、しばしば、伸延骨形成デバイスは回収される。
【０００５】
　時期尚早の歯の損失は、咀嚼、および明白な発音について患者の能力を制限する。これ
を受けて、より多くの患者が歯の置換を要求している。従来は、歯科医は、失われた歯を
、取り外し可能な人工器官（部分義歯または総義歯）のような様々な手段により置き換え
ることができた。歯科医は、解決策として、隣接した歯に接合された固定ブリッジ義歯の
取り付けを行った。これらの２つの従来方法は、関連する歯のクラウンの交換により歯の
なくなったスペースの空間を満たす作用をする；しかしながら、これらの方法は、時期尚
早の歯の逸失に関連した他の問題（例えば骨劣化）を解決しない。
【０００６】
　骨劣化は歯科医の利用可能な選択肢を限定し、最適のサイズの歯科インプラントより小
さなものを置くことを要求する。これらのより小さな歯科インプラントは、咀嚼による機
械的負荷に適合しない場合があり、結局失ったりおよび／または失敗することがある。さ
らに、骨劣化は最適であると考えられるものより審美的でないか機能的でない、理想的な
位置ではない位置に歯科インプラントを置かせることがある。
【０００７】
　この骨劣化問題に対する従来の解決策のひとつは、骨逸失が顕著でない場合には、たと
えば患者自身の骨または死体の骨を移植するか、または合成骨代用品を移植して骨の土台
を造成することだった。骨損失が顕著だった場合、骨造成は第一の外科的処置として行わ
れなければならず、その数か月後に歯科インプラントの配置を第二の外科的処置として、
骨移植の治療終了後に行われる。
【０００８】
　骨移植の必要を低減し、骨欠損領域の骨の実際の切断を防ぎ、患者の審美的な不安を低
減し、新しい骨成長の迅速な再生を許容する、新しい伸延デバイスおよび方法に対する必
要がある。
【０００９】
本発明の概略
　記載された実施態様は、伸延のプロセスを通じて新しい骨成長を促進するための、外科
的にインプラントされる骨伸延プレートデバイス(bone distraction plate device)に関
する。特定の実施態様では、ねじが切られたポストに取り付けられるねじ機構をハウジン
グする人工器官を含み、これはアンレー・プレート（金属、バイオ・セラミックス、バイ
オ・ポリマーまたはそれの任意の組み合わせを含む材料）から組織(transmucosa)を通っ
て伸びて、外科的に歯槽骨上に置かれる。短い潜伏期の後に、所望の量の新しい骨成長（
高さと幅）が達成されるまで、デバイスのスクリュー機構は毎日作動される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本願明細書に記載された実施態様を例証する。
【図２】図２は、本願明細書に記載された実施態様を例証する。
【図３】図３は、本願明細書に記載された実施態様を例証する。
【図４】図４は、本願明細書に記載された第二の実施態様を例証する。
【図５】図５は、本願明細書に記載された第三の実施態様を例証する。
【図６】図６は、図１に記載された実施態様の様々な操作段階を例証する。
【図７】図７は、図１に記載された実施態様の様々な操作段階を例証する。
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【図８】図８は、図１に記載された実施態様の様々な操作段階を例証する。
【図９】図９は、図１に記載された実施態様の様々な操作段階を例証する。
【図１０】図１０は、本願明細書に記載された第四の実施態様を例証する。
【００１１】
本発明の詳細な記述
　明細書に議論される実施態様は、あご骨および／または上顎顔面の部位の領域の、伸延
骨形成法による、新しい骨成長および軟組織成長を促進するための技術と装置を提供する
。以下の記載では、多数の具体的な詳細が、本発明についての完全な理解を提供するため
に、たとえば材料タイプ、寸法、特定の組織などについて述べられる。医学的な分野にお
ける通常の知識を有している医師は、本発明をこれらの詳細の多くを必要とすることなく
実行できると理解する。他の例では、有名な装置、方法および生化学過程は本発明を不明
瞭にしないようにするために、詳細には記載されていない。
【００１２】
　本明細書に議論される実施態様は、構造の一体性を向上し、骨劣化を低減させることが
できる骨伸延プレートデバイスの提供により、先の問題に解決策を提示する。１つの実施
態様（図１－３）によれば、骨伸延プレートデバイス１００はプレート構成要素１１０お
よびエキスパンション構成要素１２０を含む。プレート構成要素１１０はディスク部分１
１１および、部分１１０のディスク中心から垂直に伸びるねじが切られたシリンダー１１
２（または頂点部分）を有する。エキスパンション構成要素１２０（冠部分）は、プレー
ト構成要素１１０の後退を制御できるように接続される。プレート構成要素１１０および
エキスパンション構成要素１２０は、独立して、以下の材料の１つ以上から選ばれた材料
から作ることができる：商業的に利用可能な純粋なグレードＩＶチタン、合金または他の
金属物質。金属物質が歯科インプラント技術で使用される材料用のパラメータに適合する
かまたはそれ以上であるべきことが留意されるべきである。プレート構成要素およびエキ
スパンション構成要素１１０、１２０は、生物分解性または非分解性のバイオセラミック
材料、例えばハイドロキシアパタイト、強化ポリエチレン複合材、ベータリン酸三カルシ
ウム、置換されたリン酸カルシウム、生体活性ガラス、再吸収可能なリン酸カルシウム、
アルミナ、ジルコニアなどから固体構造物として作ることができることが理解されるべき
である。プレート構成要素およびエキスパンション構成要素１１０、１２０を形成するた
めに使用される複合材料を形成するためにバイオセラミック材料とともに生分解性高分子
を使用できることは、さらに留意されるべきである。好ましい実施態様では、ハイドロキ
シアパタイト材料がプレート構成要素およびエキスパンション構成要素１１０、１２０を
形成するために利用される。プレート構成要素およびエキスパンション構成要素１１０、
１２０は、無毒な副産物に帰着する特性を有する公知の任意のタイプの材料から形成でき
る。
【００１３】
　プレート構成要素およびエキスパンション構成要素１１０、１２０は、たとえばポリウ
レタン、ポリオルソエステル、ポリビニルアルコール、ポリアミド、ポリカーボネート、
ポリ（エチレン）グリコール、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリカプロラクトン、ポリ
ビニルピロリドン、およびシアノアクリレートのような合成高分子、海産性接着性タンパ
ク質、またはそれらの類縁体、混合物、組み合わせおよび誘導体から、単独でまたは組み
合わせて作ることができる。プレート構成要素およびエキスパンション構成要素１１０、
１２０は、天然高分子または生得的なポリマー、たとえばアガロース、アルギナート、フ
ィブリン、フィブリノゲン、フィブロネクチン、コラーゲン、ゼラチン、ヒアルロン酸、
および他の好適なポリマーおよび生体高分子、または上記のものの類縁体、混合物、組み
合わせおよび誘導体を、単独でまたは組み合わせて使用して作ることができる。さらに、
プレート構成要素およびエキスパンション構成要素１１０、１２０は、天然由来の生体高
分子および合成高分子の混合物から形成できる。あるいは、プレート構成要素およびエキ
スパンション構成要素１１０、１２０は、コラーゲンゲル、ポリビニルアルコールスポン
ジ、ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）ファイバーマトリックス、ポリグラクチ
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ンファイバー、アルギン酸カルシウムゲル、ポリグリコール酸メッシュ、ポリエステル（
例えばポリ－（Ｌ－乳酸）またはポリ無水物）、多糖類（例えばアルギナート）、ポリホ
スファゼンまたはポリアクリレート、またはポリエチレンオキシド・ポリプロピレングリ
コール・ブロック共重合体から作ることができる。プレート構成要素およびエキスパンシ
ョン構成要素１１０、１２０は、蛋白質（例えばフィブリン、コラーゲンおよびフィブロ
ネクチンのような細胞外マトリックス蛋白質）、ポリマー（例えばポリビニルピロリドン
）またはヒアルロン酸から製造できる。合成高分子も使用でき、たとえば生腐食性（bioe
rodible）ポリマー（例えばポリ（ラクチド）、ポリ（グリコール酸）、ポリ（ラクチド
－コ－グリコリド）、ポリ（カプロラクトン）、ポリカーボネート類、ポリアミド類、ポ
リアンハイドライド類、ポリアミノ酸類、ポリオルソエステル類、ポリアセタール類、ポ
リシアノアクリレート類）、分解可能なポリウレタン、非腐食性（non-erodible）ポリマ
ー（例えば、ポリアクリレート類、エチレン酢酸ビニールポリマー類および他のアシル置
換酢酸セルロース類およびそれらの誘導体）、非腐食性ポリウレタン類、ポリスチレン類
、ポリ塩化ビニル類、ポリフッ化ビニル類、ポリ（ビニルイミダゾール）類、クロロスル
フォン化ポリオレフィン類、ポリエチレンオキシド類、ポリビニルアルコール類、テフロ
ン（登録商標）、およびナイロンが使用できる。
【００１４】
　生産材料として使用されるバイオセラミックは、３分類のバイオマテリアルに分けるこ
とができる。すなわち、不活性、吸収可能、および活性なものである。それらはそれぞれ
、変化しないもの、溶解するもの、または生理的なプロセスに活性に参加できるものを意
味する。プレート構成要素１１０の生物学的適合で使用可能な材料と考えられるいくつか
のリン酸カルシウムセラミックスがある。これらのうち、大部分は吸収可能であり、生理
的な環境（例えば細胞外マトリックス）にさらされた時に溶解する。これらの材料のうち
のいくつかとしては可溶性の順に以下があげられる：リン酸四カルシウム（Ｃａ４Ｐ２Ｏ

９）＞無定形のリン酸カルシウム＞アルファ・リン酸三カルシウム（Ｃａ３（ＰＯ４）２

）＞ベータ・リン酸三カルシウム（Ｃａ３（ＰＯ４）２）＞＞ハイドロキシアパタイト（
Ｃａ１０（ＰＯ４）６（ＯＨ）２）。上に列記された他のリン酸カルシウムと異なり、ハ
イドロキシアパタイトは生理的な条件の下でも分解しない。実際、それは生理的なｐＨで
熱力学的に安定していて、周囲の骨と強い化学結合を形成して、骨結合に活性に参加する
。この特性は手術後の迅速な骨修復には有利である。アルミナとジルコニアのような他の
バイオセラミック材料はそれらの一般的な化学的不活性および堅さで知られている。それ
がインプラントデバイスの接合される表面（articulating surface）に使用される場合、
これらの特性がインプラントデバイス支持目的のために利用できる。様々な条件または疾
病により骨の部分を除去されなければならなかった場合、多孔性のアルミナも骨スペーサ
ーとして使用できる。材料は、骨成長を促進する環境の役割をする。
【００１５】
　プレート構成要素およびエキスパンション構成要素１１０、１２０の外側表面（特にプ
レート構成要素１１０の外側表面）は、当業者に公知のように、従来のように被覆／粗化
して追加の骨成長を図ることができる。プレート構成要素、エキスパンション構成要素１
１０、１２０は、対応するシリンダー状部分（ねじが切られたシリンダー部分１１２およ
び中空のスロット１２５（以下に記載される））を有し、時計回りまたは反時計回りのね
じとして、プレート構成要素１１０の外側、およびエキスパンション構成要素１２０の内
側にねじを切ることができる。プレート構成要素１１０のねじは、プレート構成要素１１
０の土台からたとえば約２ｍｍから始めて、プレート構成要素１１０のシリンダー１１２
の全長さに沿って垂直方向に続いてねじが切られる。
【００１６】
　一方、エキスパンション構成要素１２０は、完全に通り抜ける中空のスロット１２５を
有し、エキスパンション構成要素１２０の全長（エキスパンション構成要素１２０の頂部
１２６から底部１２７まで）にわたりねじを有する。中空のスロット１２５は円筒状の形
状を有しており、内側に時計回りまたは反時計回りの雌ねじを有し、これはプレート構成
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要素１１０のシリンダー１１２上のねじに対応する。プレート構成要素およびエキスパン
ション構成要素１１０、１２０上のねじのピッチは、およそ０．５ｍｍ／日の新しい骨成
長を促進する任意のピッチであることができる。新しい骨成長を促進するピッチの例とし
ては例えば、０．２５ｍｍ、０．３ｍｍ、０．５ｍｍ、１．０ｍｍ、１．５ｍｍおよび２
．０ｍｍがあげられる。エキスパンション構成要素１２０の長さは要求された伸延に応じ
て変わることができる；例としては、およそ３．５ｍｍのエキスパンション構成要素１２
０の長さがあげられる。外科医または患者が、伸延エキスパンション構成要素１２０を活
性化した後に容易に伸延の距離を読むこと（以下に記載される）を可能にするように、エ
キスパンション構成要素１２０の頭は、エキスパンション構成要素１２０の中心と横側の
間の表面上で好ましくはマークされる。マークはエキスパンション構成要素１２０のぎざ
ぎざであることができおよび／または異なる色から成ることができる。
【００１７】
　骨伸延プレートデバイス１００の最初の配置の前、配置中、および配置後に、プレート
構成要素およびエキスパンション構成要素１１０、１２０の間の水平のインターフェース
１２２は、広く顕著なギャップ１５０（図２を参照）を有している。このインターフェー
スは滑らかか、またはプレート構成要素とエキスパンション構成要素１１０、１２０の向
き合う表面１３０、１４０上に組み合わされるかまたは連結する相補的なロック要素１３
１を有し、それぞれそのような要素１３１は、治療中であってプレート構成要素とエキス
パンション構成要素１１０、１２０が骨１０５と一体化する前に、水平のインターフェー
ス１２２の回転とねじりを防ぐ。以下に記載されるように、骨伸延プレートデバイス１０
０のエキスパンション構成要素１２０は、プレート構成要素とエキスパンション構成要素
１１０、１２０の間での後退を提供し、プレート構成要素１１０と骨１０５の間に、伸延
ギャップ１５０を形成する（図１および２を参照）。
【００１８】
　図１および２の中で例証されるように、エキスパンション構成要素１２０はプレート構
成要素１１０のまわりで回転可能でなければならない。以下に詳細に説明される。上述の
ように、エキスパンション構成要素１２０は、体内移植中に骨伸延プレートデバイス１０
０のプレート構成要素１１０の雄ねじと作動可能に噛み合う雌ねじを有している。エキス
パンション構成要素１２０は回転されるので、プレート構成要素１１０と固定して接続さ
れてはならない。プレート構成要素１１０が骨１０５から回転しながら上昇する時、プレ
ート構成要素およびエキスパンション構成要素１１０、１２０の間のギャップ１５０が、
プレート構成要素１１０の雄ねじとエキスパンション構成要素１２０の雌ねじの相互作用
によって体内移植中に軸方向に減少するので、エキスパンション構成要素１２０がプレー
ト構成要素１１０の周囲を自由に回転することを防止する。エキスパンション構成要素１
２０の回転可能性を維持するための他の従来の手段も許容可能である。プレート構成要素
およびエキスパンション構成要素１１０、１２０は、歯槽骨に垂直の力を適用することに
より骨伸延プレートデバイス１００の負荷を負うために使用されてもよい。
【００１９】
　プレート構成要素１１０は骨内に静止し、たとえばプレート構成要素１１０の雄ねじと
エキスパンション構成要素１２０の雌ねじの相互作用により提供されるエキスパンション
構成要素１２０の回転運動により、プレート構成要素１１０のエキスパンション構成要素
１２０への後退を提供する（第６－９図を参照）。その後、人体は、新しい骨１０６でギ
ャップ１５０を埋めることにより、治癒を試みる。ギャップ１５０が毎日広げられる場合
、人体は新しく拡張したギャップ１５０を認識し、新しい骨１０６でギャップに１５０を
満たし続ける。１日当たり０．５－２．０ミリメートルのようなゆっくりとした速度でギ
ャップ１５０をゆっくり拡張することによって、人体はギャップ１５０を治し、新しい骨
１０６を生成することを継続する。従って、在来の骨が修復用のテンプレートとして利用
されるので、生成された新しい骨１０６はオリジナルの骨と同じサイズおよび形を有する
。そのような結果は新しい骨の形成に有利でユニークである。また、他の従来の骨移植技
術を使用する場合には、達成されない。新しい骨の形成に加えて、伸延骨形成法中に、更
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に被覆軟組織が再生される。これは伸延骨形成法に特有の二次性な利益である。この二次
性な利益は顕著な臨床的意味合いを有している。適切に確立された下方の基礎だけではな
く、被覆軟組織の再生は欠陥の審美的改善および機能的なリハビリテーションを提供する
。
【００２０】
　取り付けられる際に、プレート構成要素１１０は、骨１０５の表面１６０と同じ高さに
あるようにされる。その一方でねじが切られたシリンダー１１２は、粘膜１７０を通って
プレート構成要素１１０の表面を越えて口内に伸びている（図６を参照）。最初に、イン
プリメンテーション中に、エキスパンション構成要素１２０はねじが切られたシリンダー
１１２の上に設置される。エキスパンション構成要素１２０の頂部表面１８０は六角形の
開口１９０を有している。開口１９０は、対応するＬまたはＴ型の六角形のキー１９５を
介して、伸延プロセスを活性化するために、エキスパンション構成要素１２０を回転させ
るための機械的なアクセスを提供する（図５を参照）。六角形のキーはステンレス鋼から
作られ、より詳細に以下に記載されられるように、作業の間に骨伸延プレートデバイス１
００のプレート構成要素およびエキスパンション構成要素１１０、１２０の後退を引き起
こす。
【００２１】
　生分解性高分子は、固有の分解のプロセスとともに、反り、中空化または本質的な腐食
の問題を生ずる。そのような問題を解決するために、高結晶化度のポリマーが利用される
。自己－強化および超高強度の生体吸収性複合物が、ポリグリコリド類、ポリラクチド類
、およびグリコリド／ラクチドコポリマーのような、部分的に結晶性の生体吸収性高分子
から容易に組み立てられる。これらの材料は、インプラント幾何学的形状に依存して、高
い初期強度、適当な弾性率、４週間から１年までの生体内での強度保持時間を有している
。結晶性ポリマーのファイバー、ポリマー中の炭素ファイバーおよび微粒子のフィラー（
例えばハイドロキシアパタイト）のような強化要素も、生物分解性デバイスの寸法安定性
および機械的性質を改良するために使用されてもよい。生物分解性材料構造中での相互貫
入網目構造（ＩＰＮ）の使用は、機械的強さを改良する手段として実証された。さらにＩ
ＰＮ強化生物分解性材料の機械的性質を改良するために、生物分解性のプレートが、ポリ
（ラクチド－コ－グリコリド）８５：１５（ＰＬＧＡ）、またはポリ（ｌ－ラクチド－コ
－ｄ，ｌラクチド）７０：３０（ＰＬＡ）のホストマトリックス内に、異なる架橋剤を使
用して、架橋されたポリプロピレンフマレートの準相互貫入網目構造（ＳＩＰＮ）として
調製されることができる。
【００２２】
　ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）粒子状物質を加えた樹脂複合材料は、インプ
ラントデバイス（例えばプレート構成要素およびエキスパンション構成要素１１０、１２
０）の疎水性および表面特性を改良する。ＰＴＦＥは、化学薬品への高い耐性、低い表面
エネルギー、低温および高温に対する耐性、風化作用に対する耐性、低摩擦ワイヤリング
、絶縁性および滑りやすさを有している。しかしながら、従来のＰＴＦＥは摩滅に対する
貧弱な抵抗を有しているので、発明者はガンマビーム放射で架橋されたＰＴＦＥを、摩滅
と変形に対する抵抗を劇的に改良するために使用することを企図している。さらに、編ま
れた炭素繊維およびエポキシ樹脂（いわゆる生物学的適合性の炭素－エポキシ樹脂）で作
られた複合材料は、短いかまたは積層された一方向のファイバーで作られた複合材料より
も良好な機械的性質を有している。
【００２３】
　図１０は、例えばクラウン、ブリッジまたは義歯のような人工器官を付けるために、骨
にアブットメント構成要素２１０が一体化された第二の実施態様を例証する。アブットメ
ント構成要素２１０は、エキスパンション構成要素１２０と同じ寸法を本質的に有してい
る。アブットメント構成要素２１０は、例えばクラウン、ブリッジまたは義歯のような人
工器官用の基礎が、２つの構成要素１１０、１２０の制御された分離によって伸延骨形成
法によって生成された十分な骨成長の後に、利用される構成要素である。アブットメント
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２１０の端２１２はエキスパンション構成要素１２０に連結され、骨との一体化中に、２
つの構成要素１１０、１２０は固定して接続され続ける。
【００２４】
　図４－９の中に、骨伸延プレートデバイス１００の作業が記載される。骨伸延プレート
デバイス１００は、補足の骨が必要な、前もって決定された部位または領域１９７の歯槽
骨内に形成された、一連の空気孔１９８の上に置かれる。任意の外科手術手技に先立って
、物理的検査、Ｘ線検査、およびすべての必要な人工器官を作り上げる歯科医とのコンサ
ルテーションを含めた適切な治療計画が行なわれるべきである。
【００２５】
　一旦患者の外科手術への準備が整えば、局所麻酔薬がされ、外科手術部位へ浸透される
。麻酔と血管収縮のための適切な時間の後に、空気孔１９８が前もって決定された部位で
歯の隆線の稜に沿って作られる。下の骨は、エレベーターで十分な厚さの粘膜骨膜弁を挙
げることにより公知の方法で暴露される。露出した骨は、骨密度と質について動悸（palp
itation）によって公知の方法で評価される。
【００２６】
　従来のドリル方法を使用した他の実施態様では、骨切り術は、計画されたインプラント
配置サイトで行われる。骨切り術を行うために他の従来の手順を使用することができるこ
とが、留意されるべきである。すべての骨ドリリング手順は、豊富な量の洗浄（内部およ
び／または外部）を含む。骨切り術部位は、次第により広いドリルの利用により拡大され
る。任意に、Ｘ線により、骨切り術部位の位置を確認できる。最終サイズの骨切り術部位
は、仕上げ用の滑らかな、ツイストドリルを使用するか、または組み合わせ伸延歯科イン
プラントに対応するねじ内をタップすることによって完了する。この点では、伸延プレー
ト・デバイス１００は、手動でまたは当業者によって知られているように、低速に設定さ
れた公知のインプラント・ドリルの使用によって骨１０５の上に、または骨内へ置かれる
（図３を参照）。傷は洗浄され、また骨切り術が行われた場合、上述のように切り口は従
来のように露出した開口１９０で閉じた。骨の中への伸延プレート・デバイス１００の骨
片としての一体化は、視覚的に感知できて確認される。この時点で、患者は例えばクラウ
ン、ブリッジまたは義歯のような任意の人工器官の取り付けに先立った伸延骨形成法によ
る新しい骨を育てるプロセスの準備が整う。
【００２７】
　その後、患者は、伸延プレート・デバイス１００のケアおよび作動に関して教育される
。最初の治療の期間、潜在期（約５－７日の）の後に、調整可能なエキスパンション構成
要素１２０は活性化されるか動かされ、回され、それによって、配分された量でプレート
構成要素１１０をエキスパンション構成要素１２０に対して（１日当たり約１．０ｍｍ）
で後退させ、それにより、骨の上の伸延ギャップ１５０を作成する。患者も毎日ギャップ
１５０を広げる、延ばすために必要な教育を受ける。その後、適切に、患者は追跡と評価
のために観察される。歯茎の上の自然な歯冠の典型的な高さが、約８ｍｍであるので、適
切な機能のために、エキスパンション構成要素１２０の遠位端１８５は隣接した歯冠の最
低の高さ以上に伸びるべきでない。
【００２８】
　十分な骨高さ（約５ｍｍから約１５ｍｍ）が達成された後、伸延プロセスは停止される
。エキスパンション構成要素１２０は回収され、人工器官と取り替えられる。しかしなが
ら、いくつかの実施態様の中で、所定の場所にエキスパンション構成要素１２０を残すこ
とができることは認識されるべきである。しかしながら、新しく成長した骨１０６はまだ
比較的弱く、骨化が不完全であり、約４から６週までの期間が、例えばクラウン、ブリッ
ジまたは義歯のような最終人工器官の製作および設置の前に必要である。この期間に加え
、人工器官（例えばアブットメント構成要素２１０）はエキスパンション構成要素１２０
と交換するか、またはエキスパンション構成要素１２０（例えばアブットメント構成要素
２１０）と協力して使用でき、骨に組み込まれ、それにより設置された骨伸延プレートデ
バイス１００の剛性を増加させる。
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【００２９】
　図６－９は、本願明細書に記載されられた実施態様にしたがって、伸延プロセスを例証
する。図６は、最適の歯科インプラントを支持するためには不十分な骨を有している領域
に新しく設置された骨伸延プレートデバイス１００を示す。図７は、幾分かの骨が再生さ
れたが、最適の歯科インプラントを支持するのには十分でない中間の骨成長状態を示す。
プレート構成要素１１０とエキスパンション１２０構成要素との間の分離が減少したこと
は注目されるべきである（つまり減少した伸延ギャップ１５０）。図８は別の中間の骨再
生位置を示す。アブットメントが伸延プレート・デバイス１００に置かれる場合、図９は
最終結果を示す。
【００３０】
　先の記述は、例示的な伸延プレート・デバイスおよび方法を使用して、歯科インプラン
トのフィールドへの伸延骨形成法の技術および技術の１つの具体的な用途を例証した。従
来の歯科インプラントが同様の基礎的な形式を有しているので、当業者には、伸延プレー
ト・デバイスの潜在的な組み合わせは無制限であることは明らかであろう。基本設計の細
かな詳細を改良、例えば、歯科インプラントを水平に５０／５０％ではなく６０／４０％
に分割すること、エキスパンション構成要素の長さまたはテーパーの変更、ねじのピッチ
の変更などがあげられるが、これらは無制限の可能な変化のごくわずかである。
【００３１】
　しかしながら、あらゆる可能な変化において、記載された基本概念、すなわち、最適の
歯科インプラントを置くために骨の不十分な領域で十分な骨生成を達成するために、プレ
ート構成要素とエキスパンションの構成要素１１０、１２０を有している骨伸延プレート
デバイス１００を利用することは保持される。ここに記載された実施態様の利点としては
、新しい骨成長と軟組織の形成を行い、それにより従来の外科手術手順と比較して、患者
が伸延中にさらされる外科手術手順の数および病的状態を低減することがあげられる。さ
らに、上に記載された伸延プレート・デバイスは、追加の外科手術手順を行わずに骨再生
過程中に、伸延ギャップ１５０を連続的に調節するためにエキスパンション構成要素１２
０を使用することにより、より広汎な用途を提供する。
【００３２】
　この手続きの間に骨治癒プロセスを向上する方法は、伸延の領域へ骨形態形成蛋白質（
ＢＭＰ）および基礎的な線維芽細胞成長因子（ｂＦＧＦ）のような骨成長因子を導入する
ことである。骨成長因子のこれらの２つのクラスは、骨再生、人工器官類似のインプラン
トへの骨治癒を加速し、かつ仮骨の強さと安定を増加させる。様々な方法によって、伸延
の領域に骨成長因子を送達することができる。１つの方法は、ゲルまたはスポンジ状の材
料であることができるコラーゲン・マトリックスと協力して、伸延の領域へ骨成長要因を
導入することである。骨成長因子は患者自身の骨細胞を活発にするよう刺激するだろう。
その一方でコラーゲンは、刺激された骨細胞が成長することができる足場材料を提供する
。結局、骨はコラーゲン足場を置き換えることができ、足場は結局再吸収されることがで
きる。フィブリノゲン、ａ－トロンビン、および他の様々な抗生物質、成長ホルモン、遺
伝子治療薬またはそれら因子の組み合わせも、健全な骨成長を促進する伸延プレート・デ
バイス１００の中で利用されることができる。ＢＭＰ材料は液体か粘着性のゲル物質とし
て入れられることができる。
【００３３】
　送達の別の方法は、ハイドロキシアパタイトとともに骨成長因子で実際の骨伸延プレー
トデバイス１００を覆うことでありえる。それは骨細胞に共に働く刺激的な相乗効果があ
る。これを達成するためには、特定の量の骨成長因子が、グリットブラストされたハイド
ロキシアパタイトでコーティングされたインプラントまたはインプランテーション前の伸
延プレート・デバイスに吸収されるだろう。
【００３４】
　骨伸延プレートデバイスおよび方法の実施態様は、最適のインプラントを支持するため
には、最初に不十分な骨を有している領域に歯科インプラントを置くのに必要な外科手術
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手順の数を低減し、また従来のデバイスおよび方法と比較して、実際の伸延プロセスの間
に、より美学的な満足を与える。それはさらに、当業者には、骨伸延プレートデバイスの
上記の概念が歯科インプラントとして使用するために制限されず、上顎顔面部位における
一般的な伸延デバイスとして使用できることが理解されるであろう。
【００３５】
　特に記載された実施態様および方法の変更および改良は本発明の範囲を逸脱せずに実行
でき、本発明の範囲は特許請求の範囲によってのみ制限されるように意図される。
【００３６】
　新規であり、保護が請求される発明は特許請求の範囲に記載される。

【図１】 【図２】
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