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(57)【要約】
　歯科材料を分注するための適用チップは、可塑性材料
から作製される管状の分注端部を有する。分注端部は、
厚さＴ１を有する周壁から形成されるとともに、直径Ｄ

ｉ１の分注開口部を形成し、少なくとも１３以上の開口
部での直径／厚さ比Ｄｉ１：Ｔ１を有する。周壁の厚さ
は開口部から離れる方向において増加する。適用チップ
は、好ましくは歯科材料の適切な付着を促進する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科材料を分注するための適用チップであって、可塑性材料から作製される管状の分注
端部を有し、前記分注端部が、厚さＴ１を有する周壁から形成されるとともに直径Ｄｉ１

の分注開口部を形成し、前記分注端部が、少なくとも１３以上の直径／厚さ比Ｄｉ１：Ｔ

１を前記開口部において有し、前記周壁の厚さが前記開口部から離れる方向において増加
する、適用チップ。
【請求項２】
　前記直径Ｄｉ１が１ｍｍ～２．５ｍｍの範囲内であり、前記厚さＴ１が０．０５ｍｍ～
０．１９ｍｍの範囲内である、請求項１に記載の適用チップ。
【請求項３】
　前記可塑性材料が、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリオキシメチ
レン（ＰＯＭ）、ポリブタジエンテレフタレート（ＰＢＴ）、アクリロニトリル－ブタジ
エン－スチレンターポリマー（ＡＢＳ）、及びポリアミド（ＰＡ）の中から選択される第
１の可塑性材料である、請求項１又は２に記載の適用チップ。
【請求項４】
　前記可塑性材料が、熱可塑性エラストマー、シリコーン、又はゴム材料の中から選択さ
れる第２の可塑性材料である、請求項１又は２に記載の適用チップ。
【請求項５】
　前記周壁が、前記第１及び第２の可塑性材料のうちの一方から作製される第１の壁部分
と、前記第１及び第２の可塑性材料のうちのもう一方から作製される第２の壁部分とを備
え、前記第１の壁部分及び前記第２の壁部分が周方向において交互に配置される、請求項
３及び４に記載の適用チップ。
【請求項６】
　前記周壁が、前記第１の可塑性材料から形成される第１の壁部分と、前記第２の可塑性
材料から形成される第２の壁部分とを備え、前記第２の壁部分は前記開口部に隣接して配
置され、前記第１の壁部分は、より前記開口部から離間して配置される、請求項３及び４
に記載の適用チップ。
【請求項７】
　前記第１の壁部分と第２の壁部分との間の遷移部に所定の破断連結部を有する、請求項
６に記載の適用チップ。
【請求項８】
　前記第１及び第２の壁部分が、ポジティブ嵌合又は摩擦嵌合によって連結される、請求
項６に記載の適用チップ。
【請求項９】
　前記周壁が、前記開口部から離れる方向に前記開口部から延在する少なくとも１つのス
リットを有する、請求項１～８のいずれか一項に記載の適用チップ。
【請求項１０】
　歯科材料を分注するためのシステムであって、請求項１～９のいずれか一項に記載の適
用チップを備え、前記歯科材料を収容するためのチャンバと、前記チャンバ内に移動可能
に配置された、前記歯科材料を押し出すためのピストンとを有するカートリッジを更に備
える、システム。
【請求項１１】
　前記適用チップ及び前記カートリッジが一体的に形成される、請求項１０に記載のシス
テム。
【請求項１２】
　前記適用チップ及び前記カートリッジが、少なくとも２つの別個の部品において形成さ
れ、相互に接続するように構成される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記カートリッジが前記歯科材料のための出口ノズルを備え、前記適用チップ及び前記
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出口ノズルが相互に保持するように構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記カートリッジを取り外し可能に受容するとともに、前記歯科材料を分注するために
ピストンを前方に付勢するためのプランジャを備える分注ガンを更に備える、請求項１０
～１３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１５】
　複合物、ビスアクリル複合物、及びグラスアイオノマーの中から選択される歯科修復材
料を含む、請求項１０～１４のいずれか一項に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科材料を分注するための適用チップ、具体的には、好ましくは断面が弾性
的に変形可能なように構成される管状の分注端部を有する適用チップに関する。更に、本
発明は、歯科材料を分注するためのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科材料は多くの場合、所望の位置に直接分注され得るパッケージの中に保管される。
そのようなパッケージは典型的に、分注される材料、及び適用、例えば意図される歯科治
療に関する必要条件によって寸法決めされる分注ノズルを有する。例えば、高粘度の材料
を分注するための、又は高流量で材料を分注するためのノズルは、材料をノズルから分注
するために必要とされる高すぎる力を回避するために、比較的幅の広い導管を有してよい
。一方で、一部の歯科治療は、材料を所望の位置に、例えば歯科修復物上に、又は患者の
口腔内に、正確に付着させるために、比較的薄いノズルを必要とする。
【０００３】
　パッケージを異なる適用に対して適合するために、異なる形状及び構成の交換可能な適
用チップと組み合わせて使用され得るパッケージがある。例えば、薄いチップは材料を正
確に付着させるために使用されてよいのに対し、より幅の広いチップはより高い流量で材
料を分注するために使用されてよい。
【０００４】
　更に、ＦＲ　２　８２６　８６２は、ノズルが患者の歯肉溝に挿入されることを可能に
するために、最前端部での直径が０．９０ｍｍより低く、好ましくは約０．６８～０．７
０ｍｍであるノズルを有する、歯科材料のための注射器上の、適合性のある端部を開示す
る。ノズルは、例えば歯肉溝に挿入されると、材料がノズルを通して付勢される際に幅が
広がるように構成される。
【０００５】
　歯科材料のための既存のパッケージは一定の利益を提供するが、製造が容易で比較的安
価な、異なる適用に使用されることができる適用チップに対する需要はそれでもある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様では、本発明は、歯科材料を分注するための適用チップに関する。適用チップは
、可塑性材料から作製される管状の分注端部を有する。更に、分注端部は、厚さＴ１を有
する周壁から形成されるとともに、直径Ｄｉ１の分注開口部を形成する。分注端部は、少
なくとも１３以上の開口部での直径／厚さ比Ｄｉ１：Ｔ１を有する。更に、周壁の厚さは
開口部から離れる方向において増加する。
【０００７】
　本発明は、適用チップが好ましくは狭い空間に自己適合する点で有利である。具体的に
は、本発明は、開口部に隣接する適用チップが、好ましくは、例えば歯科充填材料を受容
するために歯科医師によって作られる歯の窩洞に示される例のような角部にぴったり一致
するように構成される点で、有利であってよい。更に、本発明は、好ましくは歯科材料の
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適用を促進し、特に、歯科材料のための異なる適用チップを使用するどのような必要性も
最小限にしてよい。更に、本発明の適用チップ及びシステムは、好ましくは製造に対して
比較的安価である。
【０００８】
　一実施形態では、分注端部は、１３～３０の範囲内、具体的には１３～２５の範囲内で
ある開口部での直径／厚さ比Ｄｉ１：Ｔ１を有する。
【０００９】
　一実施例では、直径Ｄｉ１は１ｍｍ～２．５ｍｍの範囲内、具体的に、１．２ｍｍ～２
．５ｍｍの範囲内、又は１．５ｍｍ～２．５ｍｍの範囲内である。更に、厚さＴ１は好ま
しくは０．０５ｍｍ～０．１９ｍｍの範囲内である。分注端部は、外側錐体形状及び内側
錐体形状を有してよい。内側錘体は、内側錐体の第１の直径Ｄｉ１が開口部の直径Ｄｉ１

に対応する、第１のより小さい直径Ｄｉ１と第２のより大きい直径Ｄｉ２との間に画定さ
れる。更に、外側錐体は、外側錐体の第１の直径Ｄｏ１が式Ｄｏ１＝Ｄｉ１＋２＊Ｔ１に
よって決定される、第１のより小さい直径Ｄｏ１と第２のより大きい直径Ｄｏ２との間に
画定される。更に、外側錐体及び内側錐体は、それらのより小さい直径とより大きい直径
との間に長さＬを有する。長さＬは、分注端部の長さに対応してよい。好ましい実施形態
では、長さＬは、約４ｍｍ～約２５ｍｍの範囲内、好ましくは約８ｍｍ～約１５ｍｍの範
囲内である。
【００１０】
　長さＬに基づき、相互に対する内側錐体の第１の直径と第２の直径との比Ｄｉ１：Ｄｉ

２は、約０．４～約１の範囲内、好ましくは約０．７である。更に、また長さＬに基づき
、相互に対する外側錐体の第１の直径と第２の直径との比Ｄｏ１：Ｄｏ２は、約０．３～
約０．９の範囲内、好ましくは約０．６である。加えて、長さＬで（又は内側及び外側の
第２の直径Ｄｉ２、Ｄｏ２で）、分注端部は、開口部で周壁の厚さＴ１を超える第２の周
壁の厚さＴ２を有する。好ましくは、第２の周壁の厚さは、約０．０７５ｍｍ～約０．５
ｍｍの範囲内、好ましくは約０．３ｍｍである。
【００１１】
　一実施形態では、相互に対する内側錐体の第１の直径と第２の直径との比Ｄｉ１：Ｄｉ

２は、１を超える、例えば約１．１である。上の教示にもかかわらず、当業者は、２つの
直径のこの場合において、Ｄｉ１はより大きい直径であり、直径Ｄｉ２はより小さい直径
であることを認識するであろう。
【００１２】
　更に、また長さＬに基づき、相互に対する外側錐体の第１の直径と第２の直径との比Ｄ

ｏ１：Ｄｏ２は、約０．３～約０．９の範囲内、好ましくは約０．６である。加えて、長
さＬで（又は内側及び外側の第２の直径Ｄｉ２、Ｄｏ２で）、分注端部は、開口部で周壁
の厚さＴ１を超える第２の周壁の厚さＴ２を有する。好ましくは、第２の周壁の厚さは、
約０．０７５ｍｍ～約０．５ｍｍの範囲内、好ましくは約０．３ｍｍである。
【００１３】
　一実施形態では、可塑性材料は、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポ
リオキシメチレン（ＰＯＭ）、ポリブタジエンテレフタレート（ＰＢＴ）、アクリロニト
リル－ブタジエン－スチレンターポリマー（ＡＢＳ）、及びポリアミド（ＰＡ）の中から
選択される第１の可塑性材料である。更に、可塑性材料は、熱可塑性エラストマー、シリ
コーン、又はゴム材料の中から選択される第２の可塑性材料であってよい。
【００１４】
　一実施形態では、分注端部を形成する周壁は、第１及び第２の可塑性材料のうちの一方
から作製される第１の壁部分、並びに第１及び第２の可塑性材料のうちのもう一方から作
製される第２の壁部分とを備える。したがって、分注端部の１つの部分は第１の可塑性材
料で作られてよく、分注端部の残りの部分は第２の可塑性材料で作られてよい。第１の壁
部分及び前記第２の壁部分は、周方向おいて交互に配置される。例えば、分注端部の１つ
の円周断片は、第１の可塑性材料で作られてよく、かつ分注端部の長さ全体に沿って延在
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してよく、別の円周断片は第２の可塑性材料で作られてよい。故に、第１及び第２の可塑
性材料は、分注端部の長さにそって縞模様に延在してよい。
【００１５】
　別の実施形態では、分注端部を形成する周壁は、第１の可塑性材料から形成される第１
の壁部分と、第２の可塑性材料から形成される第２の壁部分とを備える。この実施形態で
は、第２の壁部分は、好ましくは開口部に隣接して配置され、第１の壁部分は、より開口
部から離間して配置される。これは、座屈に対する比較的高い抵抗を、かつ更に、分注端
部の最前端部の比較的低い力での弾性変形性を、分注端部に提供してよい。
【００１６】
　更なる実施形態では、適用チップは、分注端部を形成する周壁の第１の壁部分と第２の
壁部分との間の遷移部に所定の破断連結を有する。故に、使用者は、第２の壁部分を除去
し、残りの第１の壁部分のみをもって分注端部を使用してよい。この第１の壁部分は、第
２の壁部分内に形成される開口部より大きい第２の開口部を形成してよい。したがって、
例えば歯科治療において、歯科医師は、歯の窩洞の角部の中に歯科材料を正確に付着させ
るために本発明の分注端部を使用し、第２の壁部分を除去し、そして窩洞のバルク充填の
ために第１の壁部分のみをもって分注端部を使用してよい。それにより、第２の開口部の
より大きい直径は、より高い流量での歯科材料の押し出しを促進してよい。
【００１７】
　一実施形態では、第１及び第２の壁部分は、ポジティブ嵌合又は摩擦嵌合によって連結
される。故に、使用者、例えば歯科医師は、第１及び第２の壁部分を容易に相互から分離
してよい。
【００１８】
　別の実施形態では、分注端部を形成する周壁は、開口部から離れる方向に開口部から延
在する少なくとも１つのスリットを有する。したがって、周壁は、壁部分が重複する配置
にあってよい。故に、変形は、重複の変動と組み合わせた弾性変形によって可能となる。
【００１９】
　更なる態様では、本発明は、歯科材料を分注するためのシステムに関する。システムは
、本発明による適用チップを備える。更に、システムは、歯科材料を収容するためのチャ
ンバと、チャンバ内に移動可能に配置された、歯科材料を押し出すためのピストンとを有
するカートリッジを備える。
【００２０】
　一実施形態では、適用チップ及びカートリッジは一体的に形成される。例えば、適用チ
ップ及びカートリッジは、単一の成形工程内で一体型の可塑性材料から全て成形されてよ
く、故に、一体となって形成されてよい。
【００２１】
　別の実施形態では、適用チップ及びカートリッジは、少なくとも２つの別個の部品とし
て形成され、相互に接続するように構成される。カートリッジは歯科材料のための出口ノ
ズルを備え、かつ適用チップ及び出口ノズルは相互に保持するように構成されてよい。こ
の実施形態での適用チップは、カートリッジの出口ノズルを保持するための継手を有して
よい。そのような継手は、例えば、スレッド、バヨネット錠、自己保持型錐体接続、及び
Ｌｕｅｒ錠（商標）の中から選択されてよい。カートリッジの出口ノズルは、適用チップ
の継手と噛み合うための対応する継手を更に有してよい。
【００２２】
　更なる実施形態では、カートリッジは、カートリッジから歯科材料を分注するための分
注ガンの中にカートリッジを保持するための保持具を有してよい。そのような保持具は、
例えば、カートリッジの外側表面の周縁によって形成されてよい。
【００２３】
　一実施形態では、システムは、カートリッジを取り外し可能に受容するための分注ガン
を更に備える。そのような分注ガンは、歯科材料を分注するためにカートリッジ内でピス
トンを前方に付勢するためのプランジャを備えてよい。本発明で使用されてよい分注ガン
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は、例えば、３Ｍ　Ｄｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ　ＧｍｂＨ製の３Ｍ（商標）ＥＳＰＥ（商標
）Ｒｅｓｔｏｒａｔｉｖｅ　Ｄｉｓｐｅｎｓｅｒ　ｆｏｒ　Ｃａｐｓｕｌｅｓの名義の元
で利用可能である。
【００２４】
　更なる実施形態では、システムは、複合物、ビスアクリル複合物、及びグラスアイオノ
マーの中から選択される歯科修復材料を含む。システムは、歯肉圧排材料又は予防材料を
更に含む。
【００２５】
　更なる態様では、本発明は歯科材料を分注する方法に関し、方法は、
　－可塑性材料から作製される管状の分注端部を有し、分注端部は、厚さＴ１を有する周
壁から形成されるとともに、直径Ｄｉ１の分注開口部を形成し、分注端部は、少なくとも
１３以上、好ましくは１３～２５の範囲内の開口部での直径／厚さ比Ｄｉ１：Ｔ１を有し
、かつ周壁の厚さが開口部から離れる方向において増加する、適用チップを提供する工程
と、
　－分注端部を表面によって形成される湾曲又は屈曲へと押しつけ、それにより分注端部
を横方向に変形させる工程と、を含む。
【００２６】
　変形は、好ましくは一時的であり、好ましくは弾性変形である。変形は、好ましくは分
注端部が横方向に平坦化するような変形である。好ましくは、変形は、分注端部が１つの
方向に寸法的に減少し、一方で別の寸法に寸法的に増大するような変形である。例えば、
分注端部は、略円形横断面から楕円横断面へと変形してよい。その際、用語横方向（late
ral）は、適用チップの長手方向軸に垂直な次元を指す。
【００２７】
　本方法は、変形した適用チップを通して歯科材料を分注する工程を更に含んでよい。更
に、本方法は、分注を維持し、分注端部を変形したままにしながら、表面に沿って適用チ
ップを移動する工程を含んでよい。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施形態による適用チップの断面図である。
【図２】図１に示される適用チップの側面図である。
【図３】図１に示される適用チップの正面図である。
【図４】本発明の更なる実施形態による適用チップの断面図である。
【図５】本発明の実施形態による、歯科材料を分注するためのシステムの側面図である。
【図６】本発明の別の実施形態による、歯科材料を分注するためのシステムの断面図であ
る。
【図７】本発明のまた更なる実施形態による、以下を含む適用チップの断面図である。
【図７ａ】示される適用チップの詳細を例示する。
【図７ｂ】示される適用チップの詳細を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１は、歯科材料を分注するための適用チップ１０の一部分を示す。具体的には、図は
、長手方向軸Ａに沿って延在する分注端部１１を示す。示される実施例では長手方向軸Ａ
は真っ直ぐであるが、当業者は、別の実施例では、長手方向軸は本発明から逸脱すること
なく湾曲してよいことを認識するであろう。分注端部１１は、周壁１２から形成され、か
つ分注開口部１３を形成する。分注端部１１は、略円環形状断面を有する。実施例では、
分注端部は、外側錐体表面及び内側錐体表面を有する。内側錐体表面は、適用チップ１０
を通る導管の少なくとも一部を形成し、かつ一方の端部で開口部１３を形成する。分注開
口部１３で、周壁１２は、弾性の最前端部を形成するために漸減する。具体的には、分注
開口部１３で、周壁１２は厚みＴ１を有し、かつ開口部は直径Ｄｉ１を有する。開口部１
３の直径Ｄｉ１、及び周壁の厚さＴ１は、開口部１３で、所定の直径／厚さ比Ｄｉ１：Ｔ
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１を形成する。直径／厚さ比は、図２に例示されるように、長手方向軸に対して横方向の
次元における１次元力に応えて、分注端部の変形を許すために決定される。実施例では、
分注端部１１は、１３～２５の範囲内の直径／厚さ比（Ｄｉ１：Ｔ１）を有する。更に、
周壁の厚さは開口部１３から離れる方向において増加する。例えば、開口部１３からの距
離Ｌで、周壁の厚さＴ２は、開口部での周壁の厚さＴ１を超える。これは、好ましくは、
分注端部１１を長手方向軸Ａの方向における押す力に晒す際に、分注端部１１に十分な座
屈抵抗を提供する。
【００３０】
　図２は、適用チップ、２つの垂直に配置された表面１０１、１０２によって形成される
角部へと付勢される状況における分注端部１１の機能及び特性を説明する目的で例示され
る。力Ｕは、分注端部１１が角部へと押される力を表す。弾性特性により、分注端部１１
は概して角部にぴったり一致する。具体的には、分注端部１１は、横方向の力Ｆに応えて
、１次元において長手方向軸Ａに対して横方向に平坦化する。横方向の力Ｆは、表面１０
１、１０２との相互作用において押す力Ｕから生じる。平坦化により、分注端部１１は、
平坦化なしで可能にされる場合よりも深く角部へと入ることを可能にされる。
【００３１】
　図３は、図２に示される状況においてだが、長手方向軸Ａの方向（図２を参照のこと）
の視点から、分注チップ１１の最前端部を模式的に例示する。示される状況における分注
端部１１は、非円形、具体的には略楕円、環形状断面を有する。これは、測定値ｄ１及び
ｄ２によって示される。測定値ｄ１及びｄ２は、開口部の平面、及び２つの垂直に配置さ
れた次元において画定される。測定値ｄ２は、測定値ｄ１より小さい。更に、測定値ｄ２
は開口部の元の直径より小さく、測定値ｄ１は開口部の元の直径を超える。したがって、
図１に例示される円形断面に対して、非円形断面は、更に、その開口領域において減少さ
れる開口部１３’ということになる。そのため、分注端部１１は、増大するチップ１１の
変形（平坦化）につれて増大するように、歯科材料に流動抵抗を引き起こす。故に、例え
ば修復される歯に存在する可能性があるような角部への歯科材料の流量の制御が促進され
得ることが分かっている。更に、分注端部１１の平坦化及び一致特性により、歯科材料は
、角部に正確に置くことが可能であってよい。
【００３２】
　一実施例では、開口部の直径は約１ｍｍであり、開口部での周壁の厚さは約０．０５ｍ
ｍであるのに対して、別の実施例では、開口部は約２．５ｍｍであり、開口部での周壁の
厚さは約０．１ｍｍ～０．１９ｍｍの範囲である。開口部で１３～２５の範囲内の直径／
厚さ比を有する分注端部は、分注端部がその中で手動で押される角部に分注端部がぴった
り一致することを許す、分注端部の弾性を提供することが分かっている。
【００３３】
　図４は、第１の壁部分２１ａ及び第２の壁部分２１ｂを備える分注端部２１を有する適
用チップ２０を示す。第１の壁部分２１ａは第１の可塑性材料から作製され、かつ第２の
壁部分２１ｂは異なる第２の可塑性材料から作製される。第１の可塑性材料は、好ましく
は第２の可塑性材料よりも弾性が低い。更に、第１の可塑性材料は、ポリエチレン（ＰＥ
）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリオキシメチレン（ＰＯＭ）、ポリブタジエンテレフタ
レート（ＰＢＴ）、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレンターポリマー（ＡＢＳ）、
及びポリアミド（ＰＡ）の中から選択されてよい。第２の可塑性材料は、熱可塑性エラス
トマー、シリコーン、又はゴム材料の中から選択されてよい。示されるように、第２の壁
部分２１ｂは、開口部２３を形成し、かつ好ましくは第２の可塑性材料から形成されるの
に対し、開口部２３から更に離れた第１の壁部分２１ａは、第１の可塑性材料から形成さ
れる。
【００３４】
　実施例では、適用チップ２０は、第１の壁部分２１ａと第２の壁部分２１ｂとの間の遷
移部分に所定の破断連結２４を有する。具体的には、第１の壁部分及び第２の壁部分は、
ポジティブ嵌合又は摩擦嵌合によって連結される。故に、第２の壁部分２１ｂは、第１の
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って手動で、増大されてよい。
【００３５】
　図５は歯科材料を分注するためのシステム３９を示す。システム３９は、カートリッジ
３５の分注ノズルと取り外し可能に繋がるように構成される、適用チップ３０を有する。
適用チップ３０は、図１～４に示される実施例に記載されるように概して構成されてよい
。更に、実施例における適用チップ３０は、カートリッジ３５を保持するための保持機構
３６を有する。当業者は、例えばスレッド又はＬｕｅｒ錠（商標）接続のような、更なる
保持機構を認識するであろう。
【００３６】
　図６は歯科材料を分注するためのシステム４９を示す。システム４９はカートリッジ４
５及び適用チップ４０を有する。実施例では、カートリッジ４５及び適用チップ４０は、
一体的に作製される。カートリッジ４５及びチップ４０は、例えば、同じ材料から一体と
なって形成されるか、又は２つの異なる材料から二段階射出成形によって形成されてもよ
い。カートリッジ４５は、歯科材料を収容するためのチャンバ４５ａを形成する。更に、
歯科材料を押し出すためのピストン４８は、チャンバ４５ａ内に、移動可能に、かつ密閉
するように配置される。実施例におけるカートリッジ４５は、歯科材料を分注するための
分注ガン（図示なし）の中に保持されることができる継手４７を有する。
【００３７】
　図７は、分注端部５１を有する適用チップ５０を示す。分注端部５１は、第１の壁部分
５１ａ及び第２の壁部分５１ｂを備える。第１の壁部分５１ａ及び第２の壁部分５１ｂは
、周方向おいて交互に配置される。第１の壁部分５１ａは第１の可塑性材料から作製され
、かつ第２の壁部分５１ｂは異なる第２の可塑性材料から作製される。第１の可塑性材料
は、好ましくは第２の可塑性材料よりも弾性が低い。更に、第１の可塑性材料は、ポリエ
チレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリオキシメチレン（ＰＯＭ）、ポリブタジ
エンテレフタレート（ＰＢＴ）、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレンターポリマー
（ＡＢＳ）、及びポリアミド（ＰＡ）の中から選択されてよい。第２の可塑性材料は、熱
可塑性エラストマー、シリコーン、又はゴム材料の中から選択されてよい。
【００３８】
　図７ａは、初期段階の分注端部５１についての正面図である。図７ｂに示される段階で
は、第２の壁部分５１ｂは、例えば分注端部５１の外側での半径方向の力に応えて、圧縮
される。故に、分注端部は、狭い窩洞、例えば歯の中の窩洞に入り込むように構成されて
よい。
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