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(57)【要約】
【課題】インプラント用の穿孔ドリルを提供する。
【解決手段】一端部に歯槽骨を穿孔するためのカッター
が設けられ、他端部に貫通孔が形成されている穿孔本体
と、穿孔本体の貫通孔に向けて穿孔本体の一端部に／か
ら接近／離隔可能に、穿孔本体に結合されて、穿孔作業
時に、歯槽骨の穿孔深さを調節するロッド本体と、を含
むことを特徴とするインプラント用の穿孔ドリル。本発
明によれば、既定の穿孔深さに歯槽骨を正確に穿孔し、
かつ歯槽骨の穿孔作業時に発生しうる歯槽骨部分を穿孔
本体の内側から容易に除去することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端部に歯槽骨を穿孔するためのカッターが設けられ、他端部に貫通孔が形成されてい
る穿孔本体と、
　前記穿孔本体の前記貫通孔に向けて前記穿孔本体の前記一端部に／から接近／離隔可能
に、前記穿孔本体に結合されて、穿孔作業時に、前記歯槽骨の穿孔深さを調節するロッド
本体と、
　を含むことを特徴とするインプラント用の穿孔ドリル。
【請求項２】
　前記ロッド本体の中心軸線に対して交差する方向に前記ロッド本体に／から接近／離隔
可能に、前記穿孔本体に結合されて、前記穿孔本体に対する前記ロッド本体の相対的な位
置を固定させる位置固定ユニットをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のインプ
ラント用の穿孔ドリル。
【請求項３】
　前記穿孔本体の一側壁には、厚さ方向に沿って貫設された設置孔が形成されており、前
記位置固定ユニットは、前記設置孔を通じて前記ロッド本体に／から接近／離隔可能に、
前記穿孔本体に結合されることを特徴とする請求項２に記載のインプラント用の穿孔ドリ
ル。
【請求項４】
　前記設置孔の内側壁には、雌ネジ山が形成され、
　前記位置固定ユニットは、その外面に前記雌ネジ山に対応する雄ネジ山が形成されてい
る位置固定ネジであることを特徴とする請求項３に記載のインプラント用の穿孔ドリル。
【請求項５】
　前記ロッド本体に向ける前記位置固定ネジの一端部には、前記位置固定ネジを正・逆方
向に回動させ、前記位置固定ネジを前記ロッド本体に／から接近／離隔させるためのラッ
チが着脱可能に結合されるラッチ溝が陥没形成されていることを特徴とする請求項４に記
載のインプラント用の穿孔ドリル。
【請求項６】
　前記位置固定ユニットは、チタン及びステンレススチール（Ｓｔａｉｎｌｅｓｓ　Ｓｔ
ｅｅｌ）のうち何れか一つの材で製作され、
　前記ロッド本体は、ステンレススチール材で製作されることを特徴とする請求項２に記
載のインプラント用の穿孔ドリル。
【請求項７】
　前記ロッド本体の少なくとも一部領域の外周面には、雄ネジ部が形成されており、
　前記穿孔本体の前記貫通孔の内側壁には、前記雄ネジ部に対応する雌ネジ部が形成され
ていることを特徴とする請求項２に記載のインプラント用の穿孔ドリル。
【請求項８】
　前記ロッド本体の長手方向に沿って前記雄ネジ部が形成された前記ロッド本体の外面に
は、切り取られて形成される非ネジ部が設けられていることを特徴とする請求項７に記載
のインプラント用の穿孔ドリル。
【請求項９】
　前記非ネジ部は、前記ロッド本体の長手方向に沿って偏平に設けられる平面部であるか
、前記ロッド本体の長手方向に沿って内側に所定深さ陥没形成されるグルーブ（Ｇｒｏｏ
ｖｅ）のうち何れか一つであることを特徴とする請求項８に記載のインプラント用の穿孔
ドリル。
【請求項１０】
　前記穿孔本体には、中央領域に設けられて、前記歯槽骨を穿孔する時、前記歯槽骨の骨
が収容される収容部が設けられ、
　前記穿孔本体の側壁には、厚さ方向に沿って貫設されて、前記収容部と連通され、前記
収容部に収容された歯槽骨の骨が排出される排出孔が設けられていることを特徴とする請
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求項１に記載のインプラント用の穿孔ドリル。
【請求項１１】
　前記ロッド本体の端部には、回転力の提供のためのハンドピースと連結可能に連結溝が
設けられており、前記ロッド本体の内側には、前記穿孔本体が回転し、前記歯槽骨を穿孔
する時、作業部位に食塩水を提供するための軸方向に沿って貫通される貫通ホールが形成
されていることを特徴とする請求項１に記載のインプラント用の穿孔ドリル。
【請求項１２】
　前記穿孔本体の内側壁には、前記歯槽骨の穿孔時に発生する歯槽骨部分をキャッチング
（ｃａｔｃｈｉｎｇ）するためのキャッチング部が設けられていることを特徴とする請求
項１に記載のインプラント用の穿孔ドリル。
【請求項１３】
　前記キャッチング部は、前記穿孔本体が一方向に回転する場合に限って、前記歯槽骨部
分をキャッチングするラチェット（ｒａｔｃｈｅｔ）タイプの雌ネジであることを特徴と
する請求項１２に記載のインプラント用の穿孔ドリル。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既定の穿孔深さに歯槽骨を正確に穿孔し、かつ歯槽骨の穿孔作業時に発生し
うる歯槽骨部分を穿孔本体の内側から容易に除去することができるインプラント用の穿孔
ドリルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インプラント（Ｉｍｐｌａｎｔ）は、元々人体組職が喪失された時、回復させる代替物
を意味するが、歯科では、人工で作った歯牙を移植することを言う。喪失された歯根（歯
牙の根）の代わりに、人体に拒否反応のないチタン（ｔｉｔａｎｉｕｍ）などで作った歯
根を抜歯された歯槽骨に植えた後、人工歯牙を固定させて歯牙の機能を回復させる施術で
ある。
【０００３】
　一般補綴物や総入れ歯の場合、経時的に周りの歯牙と骨とが傷むが、インプラントは周
辺歯牙組職を傷まないようにし、自然歯牙と機能や形状が同じながらも虫歯が生じないの
で、半永久的に使える長所がある。
【０００４】
　また、インプラントは、単一欠損歯の修復はもとより部分無歯牙及び完全無歯牙患者に
義歯の機能を増進させて歯牙補綴修復の審美的な面を改善させる。さらに周りの支持骨組
職に加えられる過度な応力を分散させ、かつ歯列の安定化に助けになる。
【０００５】
　一方、インプラントは、ドリルなどを用いて患者の歯槽骨を穿孔した後、該穿孔された
部位に植立されるので、歯槽骨の穿孔作業は非常に重要である。
【０００６】
　ここで、インプラントを植立するためのドリルの穿孔作業について、例を挙げて簡略に
説明すれば、次の通りである。このような穿孔作業は、例示的なものであって、多様な穿
孔作業が進行しうるということは言うまでもない。
【０００７】
　まず、最も先に使われるドリルとしてラウンドドリルを使って歯槽骨の表面にインプラ
ントの植立位置を決定する。
【０００８】
　次いで、歯牙損失部位の歯槽骨の上端部を切開して若干開けた後、所定の器具にガイド
ドリルを装着して歯槽骨に食塩水などを供給しながら所定深さのホールを形成する。引き
続き、ファーストドリル及びファイナルドリルなどを用いてガイドドリルによって形成さ
れたホールを拡張させる。言い換えれば、多数の穿孔用ドリルを用いてフィクスチャー（
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Ｆｉｘｔｕｒｅ）の幅及び長さに対応するホールを形成する。
【０００９】
　以後、タップドリルを用いて歯槽骨のホールの内側壁にネジ山を形成する。
【００１０】
　次いで、ネジ山が形成された歯槽骨のホールにフィクスチャーを結合させた後、フィク
スチャーに支台柱（Ａｂｕｔｍｅｎｔ）を締結し、引き続き、接着剤を用いて人工歯牙を
支台柱に固定させる。
【００１１】
　ところが、従来、このような方法によって歯槽骨を穿孔する時、歯槽骨の状態、骨密度
などによって既定の穿孔深さに正確に穿孔作業が行われなければならないが、歯槽骨の穿
孔深さを正確に制御することが容易ではなく、また歯槽骨の穿孔作業時に発生する骨切片
、すなわち、歯槽骨部分がドリルの内側に引き込まれるが、このような歯槽骨部分を除去
するために、別途の器具を利用しなければならないなど、歯槽骨部分の除去作業が難しい
問題点がある。
【００１２】
　したがって、インプラントが植立される歯槽骨に既定の穿孔深さどおりに穿孔作業を行
うことができ、また穿孔作業完了後、ドリル内に残存する骨切片、すなわち、歯槽骨部分
を容易に除去することができるインプラント用の穿孔ドリルの開発が必要な実情である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、既定の穿孔深さに歯槽骨を正確に穿孔し、かつ歯槽骨の穿孔作業時に
発生しうる歯槽骨部分を穿孔本体の内側から容易に除去することができるインプラント用
の穿孔ドリルを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記目的は、本発明によって、一端部に歯槽骨を穿孔するためのカッターが設けられ、
他端部に貫通孔が形成されている穿孔本体と、前記穿孔本体の前記貫通孔に向けて前記穿
孔本体の前記一端部に／から接近／離隔可能に、前記穿孔本体に結合されて、穿孔作業時
に、前記歯槽骨の穿孔深さを調節するロッド本体と、を含むことを特徴とするインプラン
ト用の穿孔ドリルによって達成される。
【００１５】
　ここで、前記ロッド本体の中心軸線に対して交差する方向に前記ロッド本体に／から接
近／離隔可能に、前記穿孔本体に結合されて、前記穿孔本体に対する前記ロッド本体の相
対的な位置を固定させる位置固定ユニットをさらに含みうる。
【００１６】
　前記穿孔本体の一側壁には、厚さ方向に沿って貫設された設置孔が形成されており、前
記位置固定ユニットは、前記設置孔を通じて前記ロッド本体に／から接近／離隔可能に、
前記穿孔本体に結合されうる。
【００１７】
　前記設置孔の内側壁には、雌ネジ山が形成され、前記位置固定ユニットは、その外面に
前記雌ネジ山に対応する雄ネジ山が形成されている位置固定ネジであり得る。
【００１８】
　前記ロッド本体に向ける前記位置固定ネジの一端部には、前記位置固定ネジを正・逆方
向に回動させ、前記位置固定ネジを前記ロッド本体に／から接近／離隔させるためのラッ
チが着脱可能に結合されるラッチ溝が陥没形成される。
【００１９】
　前記位置固定ユニットは、チタン及びステンレススチール（Ｓｔａｉｎｌｅｓｓ　Ｓｔ
ｅｅｌ）のうち何れか一つの材で製作され、前記ロッド本体は、ステンレススチール材で
製作することができる。
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【００２０】
　前記ロッド本体の少なくとも一部領域の外周面には、雄ネジ部が形成されており、前記
穿孔本体の前記貫通孔の内側壁には、前記雄ネジ部に対応する雌ネジ部が形成される。
【００２１】
　前記ロッド本体の長手方向に沿って前記雄ネジ部が形成された前記ロッド本体の外面に
は、切り取られて形成される非ネジ部が設けられうる。
【００２２】
　前記非ネジ部は、前記ロッド本体の長手方向に沿って偏平に設けられる平面部であるか
、前記ロッド本体の長手方向に沿って内側に所定深さ陥没形成されるグルーブ（Ｇｒｏｏ
ｖｅ）のうち何れか一つであり得る。
【００２３】
　前記穿孔本体には、中央領域に設けられて、前記歯槽骨を穿孔する時、前記歯槽骨の骨
が収容される収容部が設けられ、前記穿孔本体の側壁には、厚さ方向に沿って貫設されて
、前記収容部と連通され、前記収容部に収容された歯槽骨の骨が排出される排出孔が設け
られうる。
【００２４】
　前記ロッド本体の端部には、回転力の提供のためのハンドピースと連結可能に連結溝が
設けられており、前記ロッド本体の内側には、前記穿孔本体が回転し、前記歯槽骨を穿孔
する時、作業部位に食塩水を提供するための軸方向に沿って貫通される貫通ホールが形成
される。
【００２５】
　前記穿孔本体の内側壁には、前記歯槽骨の穿孔時に発生する歯槽骨部分をキャッチング
（ｃａｔｃｈｉｎｇ）するためのキャッチング部が設けられうる。
【００２６】
　前記キャッチング部は、前記穿孔本体が一方向に回転する場合に限って、前記歯槽骨部
分をキャッチングするラチェット（ｒａｔｃｈｅｔ）タイプの雌ネジであり得る。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、既定の穿孔深さに歯槽骨を正確に穿孔し、かつ歯槽骨の穿孔作業時に
発生しうる歯槽骨部分を穿孔本体の内側から容易に除去することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態によるインプラント用の穿孔ドリルの斜視図である。
【図２】図１の分解斜視図である。
【図３】図１に示されたインプラント用の穿孔ドリルによって歯槽骨が穿孔される過程を
説明するための図である。
【図４】図１の垂直断面図である。
【図５】平面部が設けられたロッド本体の斜視図である。
【図６】グルーブが設けられたロッド本体の斜視図である。
【図７】本発明の他の実施形態によるインプラント用の穿孔ドリルの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明と本発明の動作上の利点、及び本発明の実施によって達成される目的を十分に理
解するためには、本発明の望ましい実施形態を例示する添付図面及び添付図面に記載の内
容を参照しなければならない。
【００３０】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施形態を説明することによって、
本発明を詳しく説明する。各図面に付された同じ参照符号は、同じ部材を表わす。
【００３１】
　まず、本発明の一実施形態によるインプラント用の穿孔ドリルの説明に先立って、歯槽
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骨の穿孔に使われるドリルについて概略的に説明する。
【００３２】
　歯槽骨の穿孔作業時に使われるドリルには、初期ドリルとして歯槽骨にインプラントが
植立される位置を表示するラウンドドリルと、一次的に穿孔作業を行うガイドドリルと、
ガイドドリルによって穿孔された歯槽骨のホールに引き込まれて既定の深さほど穿孔作業
を行う本発明の一実施形態によるインプラント用の穿孔ドリルと、インプラント用の穿孔
ドリルによって穿孔された歯槽骨のホールの内側壁にフィクスチャーの設置のためのネジ
山を形成するタップドリルなどがあり得る。
【００３３】
　このようなドリルによってインプラントの植立のためのホールが形成され、これにより
、フィクスチャーを歯槽骨のホールに堅固に固着させることができる。ところが、このよ
うな穿孔作業時に、特に、インプラント用の穿孔ドリルによって穿孔作業実行時に、フィ
クスチャーの長さに該当するホールを正確に穿孔しなければならず、また、穿孔作業時に
発生する骨切片、すなわち、歯槽骨部分をドリルの内側から容易に除去しなければならな
い。
【００３４】
　以下、このような効果を具現することができる本発明の一実施形態によるインプラント
用の穿孔ドリルについて具体的に説明する。但し、以下、本発明のインプラント用の穿孔
ドリルが下顎に位置する歯槽骨を穿孔する場合について説明するが、本発明のインプラン
ト用の穿孔ドリルは、上顎などの他の位置の歯槽骨の穿孔にも使われうるということは自
明である。
【００３５】
　図１は、本発明の一実施形態によるインプラント用の穿孔ドリルの斜視図であり、図２
は、図１の分解斜視図であり、図３は、図１に示されたインプラント用の穿孔ドリルによ
って歯槽骨が穿孔される過程を説明するための図であり、図４は、図１の垂直断面図であ
り、図５は、平面部が設けられたロッド本体の斜視図であり、図６は、グルーブが設けら
れたロッド本体の斜視図である。
【００３６】
　これら図面に示されたように、本発明の一実施形態によるインプラント用の穿孔ドリル
１は、上顎または下顎などに位置する歯槽骨５（図３参照）を穿孔するドリルであって、
中空の円柱状に設けられ、歯槽骨５に向ける一端部に歯槽骨５を穿孔するためのカッター
１１が設けられており、他端部には、貫通孔１３が貫設されている穿孔本体１０と、穿孔
本体１０の内側に沿って移動可能に穿孔本体１０の貫通孔１３に結合されて、歯槽骨５の
穿孔深さを調節するロッド本体３０と、穿孔本体１０の側壁の厚さ方向に沿って移動可能
に穿孔本体１０に結合されて、穿孔本体１０に対するロッド本体３０の位置を固定させる
位置固定ユニット５０とを含む。
【００３７】
　穿孔本体１０は、図１及び図２に示されたように、上部が開放された中空の円柱状に設
けられ、上端部には、鋸歯状のカッター１１が形成されており、下端部には、貫設された
貫通孔１３が形成されている。
【００３８】
　また、穿孔本体１０の内側の中央領域には、歯槽骨５の穿孔作業時に発生する歯槽骨の
骨切片５ａ（図３参照）、すなわち、歯槽骨部分５ａを収容するための収容部１７が深さ
方向に沿って形成されており、穿孔本体１０の側壁には、収容部１７と連通される排出孔
１９が貫設されて、歯槽骨５の穿孔作業時に発生する歯槽骨部分５ａを外部に容易に排出
することができる。但し、本実施形態では、歯槽骨５の穿孔作業時に発生する歯槽骨部分
５ａを排出孔１９を通じて除去すると前述したが、別途の器具（図示せず）を用いて収容
部１７を通じて歯槽骨部分５ａを除去しても良い。
【００３９】
　このような穿孔本体１０は、後述するロッド本体３０がハンドピース（図示せず）から
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提供される回転力によって回転する時、ロッド本体３０と実質的に同時に回転し、歯槽骨
５の内側方向に前進することによって、歯槽骨５にインプラント（図示せず）の植立のた
めのホールを形成する。
【００４０】
　例えば、穿孔しようとする歯槽骨５の厚さがおおよそ５ｍｍである場合、言い換えれば
、植立されなければならないフィクスチャー（図示せず）の長さがおおよそ５ｍｍである
場合、前述したガイドドリル（図示せず）によっておおよそ２ｍｍ程度穿孔され、本実施
形態の穿孔本体１０のカッター１１によって歯槽骨５の表面から５ｍｍである部分まで穿
孔されうる。
【００４１】
　したがって、歯槽骨５の穿孔に先立って、歯槽骨５の厚さ及び上顎洞内膜３の状態を確
認するために、Ｘ線（Ｘ－ｒａｙ）撮影などが先行され、この場合、撮影によって獲得さ
れた情報を通じて各ドリルの穿孔深さを設定しなければならない。
【００４２】
　ところが、従来技術のドリル（図示せず）によれば、所望の地点まで正確に穿孔するこ
とが容易ではないために、穿孔しなければならない深さよりさらに深く穿孔するか、また
は穿孔しなければならない深さより浅く穿孔して、再び再作業を行わなければならない煩
わしさが発生しうる。
【００４３】
　したがって、このような問題点を解決するために、本実施形態のインプラント用の穿孔
ドリル１は、穿孔本体１０の内側で長手方向に沿って移動することによって、所望の穿孔
深さほど穿孔するロッド本体３０を備える。
【００４４】
　本実施形態のロッド本体３０は、図１及び図２に示されたように、穿孔本体１０の内側
で長手方向に沿って穿孔本体１０に対して相対移動可能であって、穿孔本体１０に対する
位置を容易に調節し、また後述する位置固定ユニット５０によって固定されて、歯槽骨５
に対する穿孔作業時に、穿孔作業が堅固になされるようにする。
【００４５】
　このようなロッド本体３０は、穿孔本体１０が歯槽骨５の所定深さ、すなわち、ロッド
本体３０によって既定の深さほどのみ前進させることによって、フィクスチャーの長さに
該当するホールが歯槽骨５に形成されるようにする。
【００４６】
　これについてより詳しく説明すれば、ロッド本体３０の先端部が穿孔本体１０の先端部
、すなわち、カッター１１の上端部に対しておおよそ２ｍｍの差があるようにロッド本体
３０を穿孔本体１０に対して相対移動させた後に固定させ、引き続き、歯槽骨５に対する
穿孔作業を行えば、歯槽骨５は、穿孔本体１０のカッター１１によって２ｍｍの深さほど
穿孔される。また、穿孔しなければならない歯槽骨５の深さがより厚い場合、例えば、３
ｍｍである場合、ロッド本体３０を穿孔本体１０に対して相対移動させ、ロッド本体３０
の先端部と穿孔本体１０の先端部とが３ｍｍの差があるように、ロッド本体３０を穿孔本
体１０に固定させ、以後穿孔作業を行えば、３ｍｍほど歯槽骨５を穿孔することができる
。
【００４７】
　すなわち、穿孔本体１０に対してロッド本体３０が相対移動可能であるために、設定さ
れた穿孔深さによって穿孔本体１０に対するロッド本体３０の位置を調節し、穿孔作業時
には、穿孔本体１０に対してロッド本体３０の位置を固定させた後に作業を行うことによ
って、既定の深さほど穿孔作業を容易でありながらも堅固に行うことができる。
【００４８】
　このために、図２に示されたように、ロッド本体３０の外周面には、回転によってロッ
ド本体３０を穿孔本体１０の内側方向に前進させるか、逆方向に後退させるための雄ネジ
部３１が形成されている。そして、穿孔本体１０の他端部に貫設された貫通孔１３には、
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ロッド本体３０の雄ネジ部３１に対応する雌ネジ部１４が形成されている。
【００４９】
　したがって、ロッド本体３０を正転させれば、ロッド本体３０が穿孔本体１０の内側に
向けて前進し、逆に、逆転させれば、ロッド本体３０が穿孔本体１０に対して後退する。
このような原理によって、穿孔本体１０に対するロッド本体３０の位置を容易に調節する
ことができる。
【００５０】
　一方、歯槽骨５の穿孔作業が進行する時、ロッド本体３０が穿孔本体１０に対して進退
、または回転してはならない。もし、穿孔作業時に穿孔本体１０に対してロッド本体３０
の位置が固定されなければ、正確な深さの穿孔が行われない。すなわち、穿孔作業時に穿
孔本体１０に対してロッド本体３０が前進する場合、所望の深さよりさらに浅く歯槽骨５
のホールが形成され、穿孔作業時に穿孔本体１０に対してロッド本体３０が後退する場合
、所望の深さよりさらに深く歯槽骨５のホールが形成される。
【００５１】
　このために、穿孔本体１０には、ロッド本体３０を固定させるための位置固定ユニット
５０が移動可能に結合される。
【００５２】
　本実施形態の位置固定ユニット５０は、回転動作によって穿孔本体１０に対するロッド
本体３０の位置を容易に固定できるように、外面に雄ネジ山５２が形成された位置固定ネ
ジ５０で設けられる。
【００５３】
　本実施形態の位置固定ネジ５０は、図４に示されたように、穿孔本体１０の側壁の厚さ
方向に沿って、すなわち、ロッド本体３０の軸方向と交差する方向にロッド本体３０に／
から接近／離隔可能に、穿孔本体１０の側壁に貫設された設置孔１５に着脱可能に結合さ
れる。このような位置固定ネジ５０は、チタンまたはステンレススチールのうち何れか一
つの材で製作することができる。
【００５４】
　穿孔本体１０の設置孔１５には、位置固定ネジ５０の雄ネジ山５２に対応する雌ネジ山
１６が形成されており、これにより、位置固定ネジ５０を正転させれば、位置固定ネジ５
０は前進してロッド本体３０の一面、すなわち、後述する平面部３３を加圧し、したがっ
て、ロッド本体３０を穿孔本体１０に位置固定させる。逆に、位置固定ネジ５０を逆転さ
せれば、位置固定ユニット５０は後退し、これにより、ロッド本体３０を加圧する加圧力
が消えてロッド本体３０を穿孔本体１０に対して移動させうる。
【００５５】
　この際、位置固定ユニット５０が、ロッド本体３０に接触される場合、加圧力が効果的
に伝達されるように、ロッド本体３０には、非ネジ部３３、すなわち、本実施形態の平面
部３３が設けられている。本実施形態の平面部３３は、雄ネジ部３１の一領域が切り取ら
れて形成され、これにより、位置固定ネジ５０が、ロッド本体３０の平面部３３を加圧す
る場合、ロッド本体３０は、穿孔本体１０に対して動かず、したがって、歯槽骨５に対す
る穿孔作業を堅固に行わせる。
【００５６】
　但し、本実施形態では、穿孔本体１０に対するロッド本体３０の動きを沮止するために
、ロッド本体３０の非ネジ部３３として偏平に設けられる平面部３３（図５参照）が適用
されると前述したが、加工が容易であれば、図６に示されたように、平面部３３ではない
グルーブ３３ａ（図６参照）がロッド本体３０の非ネジ部３３ａとして適用されることも
ある。このようなグルーブ３３ａは、位置固定ネジ５０の一端部が所定深さほど引き込ま
れるために、穿孔本体１０に対するロッド本体３０の固定力をより強化することができる
。
【００５７】
　位置固定ネジ５０は、図２に示されたように、六角ラッチ６０によって穿孔本体１０に
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締結または解除されうる。位置固定ネジ５０の頭部分には、六角状に陥没形成されたラッ
チ溝５４が設けられており、このラッチ溝５４に六角ラッチ６０が着脱可能に結合されて
、位置固定ネジ５０を正転させ、位置固定ネジ５０を穿孔本体１０の内側に前進させるか
、逆転させ、位置固定ネジ５０を穿孔本体１０の外側に後退させることができる。
【００５８】
　一方、ロッド本体３０が穿孔本体１０の内側で穿孔本体１０の長手方向に沿って移動可
能であるために、従来より穿孔本体１０内に残存可能な歯槽骨部分５ａ（図３参照）を容
易に除去することができる。すなわち、穿孔本体１０が回転し、歯槽骨５を穿孔した後、
本実施形態のインプラント用の穿孔ドリル１を歯槽骨５から離隔させれば、穿孔本体１０
の内側には、カッター１１によってカットされた歯槽骨部分５ａが残る。
【００５９】
　したがって、再び穿孔作業を行うためには、このような歯槽骨部分５ａを穿孔本体１０
から除去しなければならないが、従来、別途の器具（図示せず）を入れて歯槽骨部分５ａ
を除去する方法などが利用された。ところが、本実施形態では、ロッド本体３０が穿孔本
体１０の内側方向に移動し、歯槽骨部分５ａを外側に押し出すことができるために、別途
の器具なしにも、残存する歯槽骨部分５ａを容易に除去することができる。
【００６０】
　一方、ロッド本体３０の他端部には、回転力の提供のためのハンドピースが結合される
連結溝３５が設けられており、これにより、ハンドピースによって提供される回転力によ
って歯槽骨５の穿孔作業が行われる。また、ロッド本体３０の内側には、穿孔本体１０の
内側空間と連通される貫通ホール（図示せず）が貫設される。貫通ホールが形成される場
合、その内側に食塩水を提供することができるために、より円滑な穿孔作業を行うことが
できる。
【００６１】
　以下、このような構成を有するインプラント用の穿孔ドリル１による歯槽骨５の穿孔作
業について説明する。
【００６２】
　まず、Ｘ線（Ｘ－ｒａｙ）撮影などを通じて穿孔しようとする歯槽骨５の状態を撮影し
た後、歯槽骨５の穿孔深さを決定する。
【００６３】
　以後、初期ドリルとしてラウンドドリル（図示せず）を使って歯槽骨５の表面にインプ
ラントの植立位置を表示する。次いで、歯牙損失部位の歯槽骨５の上端部を切開して若干
開けた後、ガイドドリルによって所定深さの浅いホールを形成する。例えば、歯槽骨５の
穿孔深さがおおよそ５ｍｍに決定された場合、ガイドドリルによっておおよそ２ｍｍ程度
の浅いホールを歯槽骨に形成する。
【００６４】
　引き続き、図３に示されたように、本発明の一実施形態によるインプラント用の穿孔ド
リル１を用いて既定の深さほど、例えば、歯槽骨５の表面から５ｍｍである部分まで穿孔
作業を行う。この際、ガイドドリルによって歯槽骨５の表面から２ｍｍである部分まで穿
孔されたので、インプラント用の穿孔ドリル１によっては、ガイドドリルによって穿孔さ
れた歯槽骨５のホールの底面から内側に３ｍｍである部分まで穿孔されなければならない
。このために、その数値に合わせて穿孔本体１０に対するロッド本体３０の相対的な位置
を調節する。
【００６５】
　調節過程について詳しく説明すれば、まず、位置固定ユニット５０、すなわち、本実施
形態の位置固定ネジ５０を回転させ、位置固定ネジ５０を穿孔本体１０から結合解除させ
る。以後、ロッド本体３０を正転または逆転させ、穿孔本体１０の先端部とロッド本体３
０の先端部との高さ差が３ｍｍになるように、穿孔本体１０に対するロッド本体３０の位
置を調節する。引き続き、再び位置固定ネジ５０を穿孔本体１０の設置孔１５に結合させ
た後、位置固定ネジ５０を回転させ、位置固定ネジ５０の先端部がロッド本体３０の平面
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部３３を加圧する。
【００６６】
　以後、インプラント用の穿孔ドリル１を穿孔作業が行われる歯槽骨５の穿孔部位に位置
させた後、穿孔作業を行う。穿孔作業が完了すれば、穿孔本体１０内に残存する歯槽骨部
分５ａを除去するために、回転によってロッド本体３０を穿孔本体１０の上方に前進させ
る。
【００６７】
　引き続き、タップドリル（図示せず）を用いてインプラント用の穿孔ドリル１によって
穿孔された歯槽骨５のホールの内側壁にネジ山（図示せず）を形成する。以後、ネジ山が
形成された歯槽骨のホールにフィクスチャー（図示せず）を結合させ、一定期間の間に骨
融合させた後、フィクスチャーに支台柱（図示せず）を締結し、引き続き、支台柱に人工
歯牙（図示せず）を固定させることによって、インプラント施術を完了する。
【００６８】
　このように、本発明の一実施形態によれば、既定の穿孔深さに該当する数値で歯槽骨５
に対する穿孔作業を行うことによって、正確な穿孔作業が行われず、再作業を行わなけれ
ばならない従来の煩わしさを避けることができ、また穿孔作業後、穿孔本体１０内に残存
可能な歯槽骨部分５ａを別途の器具なしにも、容易に除去することができる効果がある。
【００６９】
　一方、以下、添付した図面を参照して、本発明のまた他の実施形態によるインプラント
用の穿孔ドリルを説明すれば、次の通りである。但し、本発明の一実施形態によるインプ
ラント用の穿孔ドリルで説明したところと同一なものについては、その説明を省略する。
【００７０】
　図７は、本発明の他の実施形態によるインプラント用の穿孔ドリルの斜視図であって、
これに示されたように、本発明の他の実施形態によるインプラント用の穿孔ドリル１０１
の穿孔本体１１０の内側壁には、ラチェットタイプの雌ネジであるキャッチング部１１８
が形成されている。
【００７１】
　このようなキャッチング部１１８は、歯槽骨（図示せず）の穿孔作業時に発生する骨切
片、すなわち、歯槽骨部分をキャッチングすることによって、歯槽骨からカットされた歯
槽骨部分を外側に容易に除去させる。
【００７２】
　キャッチング部１１８は、前述したように、ラチェットタイプの雌ネジで設けられるた
めに、穿孔本体１１０が正転する時のみカットされた骨切片、すなわち、歯槽骨部分が穿
孔本体１１０の内側に引き込まれてキャッチングされるものであり、以後、逆転する時は
、歯槽骨部分がキャッチング部１１８に固定されたまま除去されるために、穿孔作業時に
発生する歯槽骨部分が歯槽骨のホールから容易に除去されうる。
【００７３】
　このように、本発明の他の実施形態によれば、歯槽骨の穿孔作業時に発生する骨切片、
すなわち、歯槽骨部分を歯槽骨のホールの内側から外部に容易に排出させることによって
、以後、歯槽骨部分を除去するための別途の作業が要求されず、施術時間を短縮させるこ
とができる効果がある。
【００７４】
　前述した一実施形態では、ロッド本体の外面に位置調節のための雄ネジ部が形成されて
いると前述したが、雄ネジ裸婦ではない他の構成が設けられて穿孔本体に対するロッド本
体の位置調節が行われても良い。また、位置固定ユニットが、ネジ形態である位置固定ネ
ジと前述したが、穿孔本体に対してロッド本体を加圧することができる他の構成でも良い
。
【００７５】
　本発明は、記載の実施形態に限定されるものではなく、本発明の思想及び範囲を外れず
に多様に修正及び変形できるということは、当業者に自明である。したがって、そのよう
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な修正例または変形例は、本発明の特許請求の範囲に属すると言わなければならない。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明によれば、既定の穿孔深さに歯槽骨を正確に穿孔し、かつ歯槽骨の穿孔作業時に
発生しうる歯槽骨部分を穿孔本体の内側から容易に除去することができる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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