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(57)【要約】
　歯科インプラント１、及び歯科インプラント１に連結
されるべきピース１１において、両方１、１１が歯科イ
ンプラント１への内部連結によって互いに連結されるこ
とができることを特徴とする。主として、この内部連結
は非回転部分６、１６及び円筒形部分８、１８を有し、
この非回転部分が１組の非回転構成要素２０、２０’の
繰返しによって形成され、それらのそれぞれが１組の互
いに接する円弧２１、２２、２３、２４、２５、２１’
、２２’、２３’、２４’、２５’によって形成される
。この非回転部分の構成により、知られる非回転構成よ
り良い性能が得られることが可能になる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦軸（５）に沿って形成され上面（７）によってその上部で終わらされるインプラント
（１）において、
　前記インプラント（１）が前記上面（７）から開く止まり穴（３）を備え、前記止まり
穴（３）が非回転領域（６）と、非回転不要領域（８）と、ねじ領域（９）とを有し、
　前記非回転領域（６）が、１組の非回転構成要素（２０）を有し、各非回転構成要素（
２０）が互いに接しそれぞれの半径（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３）によって確定される１組の円弧
（２１、２２、２３、２４、２５）を有し、前記縦軸（５）への前記非回転構成要素（２
０）の最近点（２６）が前記非回転構成要素（２０）及び前記非回転領域（６）の最小直
径（ｄ）を確定することを特徴とするインプラント（１）。
【請求項２】
　前記非回転不要領域（８）が、円筒形領域（８）の直径が前記非回転領域（６）の前記
最小直径（ｄ）より小さいか又は等しい状態で前記非回転領域（６）に内接させられる円
筒形領域であることを特徴とする請求項１に記載のインプラント（１）。
【請求項３】
　前記ねじ付き止まり穴（３）が円錐入口（４）を有することを特徴とする請求項１に記
載のインプラント（１）。
【請求項４】
　前記円錐入口（４）が前記縦軸（５）に対して３０°と６０°の間のこう配を与えるこ
とを特徴とする請求項３に記載のインプラント（１）。
【請求項５】
　首部（２）が０．５と２．５ｍｍの間の高さ（ｈ１）を有することを特徴とする請求項
１に記載のインプラント（１）。
【請求項６】
　前記非回転領域（６）が前記上面（７）から測定して０．７と２ｍｍの間の深さ（ｈ２
）を有することを特徴とする請求項１に記載のインプラント（１）。
【請求項７】
　前記非回転不要領域（８）が前記上面（７）から測定して１．３と３ｍｍの間の深さ（
ｈ３）を有することを特徴とする請求項１に記載のインプラント（１）。
【請求項８】
　前記ねじ領域（９）が前記上面（７）から測定して３．５と７．５ｍｍの間の深さ（ｈ
４）を有し、１．１と２．５ｍｍの間の直径を与えることを特徴とする請求項１に記載の
インプラント（１）。
【請求項９】
　前記非回転構成要素（２０）が等しいことを特徴とする請求項１に記載のインプラント
（１）。
【請求項１０】
　前記非回転領域（６）が４個の非回転要素（２０）を有することを特徴とする請求項１
に記載のインプラント（１）。
【請求項１１】
　前記非回転構成要素（２０）が５個の円弧（２１、２２、２３、２４、２５）を有する
ことを特徴とする請求項１に記載のインプラント（１）。
【請求項１２】
　前記端部円弧（２１、２５）が前記縦軸（５）に中心があることを特徴とする請求項１
１に記載のインプラント（１）。
【請求項１３】
　前記円弧（２２、２４）の前記半径（Ｒ２）と前記端部円弧（２１、２５）の前記半径
（Ｒ１）の間の比が１：２と１：３の間にあり、前記中央部円弧（２３）の前記半径（Ｒ
３）と前記端部円弧（２１、２５）の前記半径（Ｒ１）間の比が３：１と４：１の間にあ
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ることを特徴とする請求項１２に記載のインプラント（１）。
【請求項１４】
　前記半径（Ｒ１）が２．５と４ｍｍの間に含まれることを特徴とする請求項１３に記載
のインプラント（１）。
【請求項１５】
　縦軸（１５）に沿って形成され、インプラント（１）の上面（７）に支持されるべき接
触面（１７）がその上部に設けられているピース（１１）において、
　前記ピース（１１）が非回転領域（１６）と、非回転不要領域（１８）とを備え、
　前記非回転領域（１６）が１組の非回転構成要素（２０’）を有し、各非回転構成要素
（２０’）が互いに接しそれぞれの半径（Ｒ１’、Ｒ２’、Ｒ３’）によって確定される
１組の円弧（２１’、２２’、２３’、２４’、２５’）を有し、前記縦軸（１５）への
前記非回転構成要素（２０’）の最近点（２６’）が前記非回転構成要素（２０’）及び
前記非回転領域（１６）の最小直径（ｄ’）を確定することを特徴とするピース（１１）
。
【請求項１６】
　前記非回転不要領域（１８）が、円筒形領域（１８）の直径が前記非回転領域（１６）
の前記最小直径（ｄ’）より小さいか又は等しい状態で前記非回転領域（１６）に内接さ
せられる円筒形領域であることを特徴とする請求項１５に記載のピース（１１）。
【請求項１７】
　前記非回転不要領域（１８）が面取り領域（１２）で終わることを特徴とする請求項１
５に記載のピース（１１）。
【請求項１８】
　前記非回転不要領域（１６）が面取り領域（１０）で終わることを特徴とする請求項１
５に記載のピース（１１）。
【請求項１９】
　前記面取り領域（１０）が前記縦軸（１５）に対して３０°と６０°の間のこう配を与
えることを特徴とする請求項１８に記載のピース（１１）。
【請求項２０】
　前記非回転不要領域（１６）が前記接触面（１７）から測定して０．２と２ｍｍの間の
深さ（ｈ１２）を有することを特徴とする請求項１５に記載のピース（１１）。
【請求項２１】
　前記非回転構成要素（２０）が等しいことを特徴とする請求項１５に記載のピース（１
１）。
【請求項２２】
　前記非回転領域（６）が４個の非回転要素（２０）を有することを特徴とする請求項１
５に記載のピース（１１）。
【請求項２３】
　前記非回転構成要素（２０’）が５個の円弧（２１’、２２’、２３’、２４’、２５
’）を有することを特徴とする請求項１５に記載のピース（１１）。
【請求項２４】
　前記端部円弧（２１’、２５’）が前記縦軸（５）に中心があることを特徴とする請求
項２３に記載のピース（１１）。
【請求項２５】
　前記円弧（２２’、２４’）の前記半径（Ｒ２’）と前記端部円弧（２１’、２５’）
の前記半径（Ｒ１’）の間の比が１：２と１：３の間にあり、前記中央部円弧（２３’）
の前記半径（Ｒ３’）と前記端部円弧（２１’、２５’）の前記半径（Ｒ１’）の間の比
が１：１と１．５：１の間にあることを特徴とする請求項２４に記載のピース（１１）。
【請求項２６】
　前記半径（Ｒ１’）が２．５と４ｍｍの間に含まれることを特徴とする請求項２５に記
載のピース（１１）。
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【請求項２７】
　インプラント（１）及びピース（１１）のユニットにおいて、
　前記ユニットが、非回転領域（６）が設けられ縦軸（５）に沿って配置されたインプラ
ント（１）と、非回転領域（１６）が設けられたピース（１１）とを備えることを特徴と
し、前記インプラント（１）及び前記ピース（１１）がともに組み立てられ、前記組立て
が両方の非回転領域（６、１６）の間の連結を有し、前記連結の隙間（２９）及び接触領
域（３０）を与え、前記接触領域（３０）から前記縦軸（５）の距離が前記隙間（２９）
から前記縦軸（５）の距離より大きいことを特徴とするインプラント（１）及びピース（
１１）のユニット。
【請求項２８】
　縦軸（１５）に沿って形成されインプラント（１）に連結されるべきピース（１１）に
おいて、
　前記ピース（１１）が、請求項１から１４までのいずれか一項に記載のインプラント（
１）の最小直径（ｄ）より小さいか又は等しい直径の非回転不要領域（１８）を備え、非
回転領域（１６）を備えないことを特徴とするピース（１１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科インプラントと、補綴／歯科補綴学の要素、或いは概して歯科インプラ
ントに連結されるべきすべての部品ないしピースの間との連結に関し、前記連結はインプ
ラントの内部で行われていて、「内部連結」として知られるタイプである。
【背景技術】
【０００２】
　基本的には、歯科インプラントは、患者の上顎骨の中に挿入され、補綴要素がそこに連
結される特定の生化学的特性を備えた外科用ピースであり、前記補綴要素は１個又は複数
個の人工の歯科ピースを支持するピースである。このインプラントの挿入処置は、患者の
上顎骨の中での歯槽の初期の生成、それに続くインプラントの挿入、上顎骨でのインプラ
ントのオッセオインテグレーション（ｏｓｓｅｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ：インプラント
と骨との結合）のための具体的な時間を伴う任意選択の待機、歯科インプラントへの連結
による補綴要素の最終的取付け、そしてそれに続く補綴要素を歯科インプラントに連結す
るねじの連結によって要約されることができるのであるが、複雑である。
【０００３】
　この最後の工程に関して、従来技術には、インプラントと補綴要素の間の連結の複数の
タイプの構成が含まれ、そこで「連結」は、組み立てられ互いに連結される必要のあるイ
ンプラント及び補綴要素の部品の構成として理解される。一般的に言えば、このインプラ
ント及び補綴要素の連結は様々な要求を満足させる必要があり、その主要な要求は、前記
連結が実質的に無限の存続期間を与えること、すなわちこの連結の堅牢性が患者の一生涯
を通じて補綴要素又は歯の使用の間に低下されないことである。この要求は、恒常性の変
化、或いはインプラントを取り囲むペリ・インプラント骨組織又は骨組織の物理的な置換
（患者の一生涯を通じての正常な生化学的プロセス）により、インプラントの１部品に特
に荷重がかかり過ぎてインプラント及び上顎骨の間の連結が場合により劣化することがな
いように補綴要素がさらされる力又は荷重の分布がインプラントに沿ってずっと可能な限
り均一である必要があるなどの、他のより具体的な要求に言い換えられる。一生涯を通じ
てオッセオインテグレーションされるインプラントの維持は、インプラントがさらされる
応力及び荷重によって決まる機械的要因によって条件付けられ、この応力及び荷重は骨組
織に伝達されて前記組織のカルシウム沈着又は安定性に影響を与えることがある。
【０００４】
　インプラントはまた、トランスポータ（患者の口に歯科インプラントを移送又は移動さ
せ、患者の上顎骨の中に歯科インプラントを挿入し装着するために用いられるピース）又
は他のタイプの歯科補綴学の要素など別のタイプのピースに連結されることができる必要
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がある。これら連結は、それら自体の要求を満足させる必要がある。これら要求の例は、
インプラントとトランスポータの間の連結に関する限り、トランスポータとインプラント
の間の最大回転トルクを伝達する能力に関係する。（トランスポータは、インプラントが
患者の骨の中に装着されることを可能にし、その結果、インプラントの可塑性の変形を引
き起こすことなしにインプラントの装着を容易にするためにトランスポータとインプラン
トの間の連結で回転トルクの伝達と同じ大きさが必要であることに留意されたい。）
【０００５】
　歯科インプラントと、補綴／歯科補綴学の要素又は概してインプラントに連結されるべ
きすべてのピースとの間には、２つの相異なったタイプの連結、外部連結及び内部連結が
ある。外部連結は、インプラントとピースの間の組立区域がインプラントの外側に位置し
ている連結であり、すなわちこのインプラントはおす型の特徴を示し、このピースはめす
型の特徴を示す。対照的に、内部連結では、連結区域がインプラントの内側に位置し、そ
の結果、このインプラントはめす型ピースであると考えられることができ、インプラント
に連結されるべきピースはおす型ピースであると考えられることができる。
【０００６】
　どのような方法でこの内部連結が、インプラントと補綴要素の間の連結の場合に補綴要
素とインプラントの間の弛緩の可能性を最小限に抑え、過負荷のとき応力の分布を改善し
、インプラント／補綴要素ユニットの安定性をより増大させることを可能にすることなど
の外部連結に対する特定の利点を与えるかがこれまで論証されてきた。さらに、内部連結
の場合のインプラントは、外部連結の場合のインプラントより高さの低い頭部を与えるこ
とができるので、インプラントが埋設方法で患者の上顎骨の中に挿入されるアプリケーシ
ョンにより適し、この埋設方法では、インプラントは、オッセオインテグレーションの間
、歯肉の下に隠される。さらに、めす型要素の中におす型要素を配置し取り付けることが
反対のプロセスを実施するより容易であるので、内部連結は補綴要素の挿入を容易にする
。
【０００７】
　従来技術には、歯科インプラントと、補綴／歯科補綴学の要素又は概して歯科インプラ
ントに連結されるべきすべてのピースとの間の多数のタイプの内部連結の構成が含まれる
。本発明は前記構成に代わるものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、歯科インプラントと、補綴／歯科補綴学の要素又は概してインプラン
トに連結されるべきすべてのピースとを提供することであり、そこでこのインプラント及
びピースは、内部連結、すなわちそこでピースがおす型要素として機能し、歯科インプラ
ントがめす型要素として機能する連結によって互いに連結されることができる。本発明の
内部連結により、高強度が保証され、同時に歯科インプラント及びこの歯科インプラント
に連結されるべきピースの製造可能性又は費用が妥協せずに解決される。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　主として、インプラントとピースの間の内部連結は、非回転部分と、円筒形部分とを備
える。この非回転部分は、一続きの機能及び要求をすべて満足させる必要がある。まず第
１に、その主要な機能は、ピースが歯科インプラントに対して回転することを防止するこ
とである。さらに、ピースが補綴要素の場合、この非回転部分は、補綴要素の挿入段階の
間、インプラントの抵抗力を保証し、補綴要素の配置及び挿入を容易にし、歯科インプラ
ント上の補綴要素の組立てを容易にするために案内させる必要がある。さらに、ピースが
トランスポータである場合、この非回転部分は、インプラントに恒久的変形を引き起こす
ことなくインプラントを挿入するために必要なトルクを伝達する能力を有する必要がある
。
【００１０】
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　本発明の内部連結では、この非回転部分は、互いに接する円弧に基づく幾何学的配置で
形成される。この非回転部分の幾何学的配置は、本発明の詳細説明で理解できるように上
述の要求を満足させる。さらに、この非回転部分は、接弧に基づいており、したがって丸
い形状だけを用いているので、非回転部分の特有な点、ひいてはインプラント及びこのイ
ンプラントへ連結されるピースの特有な点での応力蓄積を防止する。
【００１１】
　さらに、この接弧の幾何学的配置は、ピースとインプラントの間の隙間又はギャップを
制御するようなものであり、ピース及びインプラントの非回転区域の接触の点は、この幾
何学的配置の中心、或いはインプラント及びこの部品の縦軸から可能な限り離れて形成さ
れ（そこで前記軸はピースの回転の軸を構成する）、それによって接触がインプラント及
びピースの縦軸により近い点で起こる非回転部分の周知の構成に対してピースからインプ
ラントへの回転トルクの伝達能力を増加させる。
【００１２】
　上述の連結が設けられた歯科インプラントの具体的な実施例に関して、前記歯科インプ
ラントは、ねじの連結用のねじ区域に加えて、上述の内部連結の非回転部分及び円筒形部
分を形成するために非回転区域及び円筒形区域を有する止まり穴を備える。前記止まり穴
は補綴要素の挿入を容易にする円錐入口を与える。
【００１３】
　さらに、この歯科インプラントは、好ましくは円錐のねじ区域に任意選択で仕上げられ
た円筒形の形で首部を与える。この円錐のねじ区域は、手術の第１の段階（患者の上顎骨
の中へのインプラントへの挿入）の間、インプラントが骨の中に導入されるとインプラン
トと骨の間の摩擦が増加するのでインプラントの安定性を改善する。インプラントと骨の
間の接触の領域は、好ましくは前記表面の酸腐食など物理的／化学的処理によってこの区
域で増加される。任意選択的には、これは、オステオインダクティブ（ｏｓｔｅｏｉｎｄ
ｕｃｔｉｖｅ）及びオステオコンダクティブ（ｏｓｔｅｏｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ）な特性
を備える配合物（ＷＯ００４４３１４Ａ１に記載された成長因子の中に富むプラスマ（ｐ
ｌａｓｍａ）など）で被覆され、それに基づいてインプラントのオッセオインテグレーシ
ョンは加速され改善される。
【００１４】
　歯科インプラントの寸法は、過大なインプラントをもたらすことなく最適な強度を与え
るために計算される。前記寸法は、図の説明で詳述される。
【００１５】
　本発明の歯科インプラントに連結されるべきピースはまた、上述の内部連結の非回転部
分及び円筒形部分を形成するために非回転領域及び円筒形領域を与える。非回転領域及び
円筒形領域の両方は、歯科インプラントの止まり穴の中で前記ピースの挿入を容易にする
ために面取り端部を与える。
【００１６】
　本発明の詳細は、添付された図面で理解されることができ、これら図面は本発明の範囲
を限定することを目的としていない。
【実施例】
【００１７】
　図１は、本発明による歯科インプラント（１）の好ましい実施例の部分横断立面図であ
る。歯科インプラント（１）は、すべての歯科インプラントのように、基本的に縦軸（５
）に一致して延ばされ、上面（７）によって上部で終わらされるピースである。歯科イン
プラント（１）の主要部分は、患者の上顎骨に固定されるべきねじ本体（２７）である。
【００１８】
　上部では、歯科インプラント（１）は、ねじ円錐領域（１９）で上面（７）の反対側の
領域で終わらされる状態で円筒形の首部（２）を備え、その結果ねじ本体（２７）は前記
ねじ円錐領域（１９）の形で円錐の部分で始まるようになる。首部（２）は、好ましくは
０．５と２．５ｍｍの間の高さ（ｈ１）を有する。
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【００１９】
　さらに、歯科インプラント（１）は、歯科インプラント（１）と、補綴／歯科補綴学の
要素、すなわちインプラントに連結されるべきピースとの間の内部連結の領域を構成する
止まり穴（３）を与える。前記止まり穴（３）は、上面（７）から開き、円錐入口（４）
と、非回転領域（６）と、円筒形領域（８）と、ねじ領域（９）とを有する。
【００２０】
　円錐入口（４）は、歯科インプラント（１）の止まり穴（３）中への導入を容易にする
。前記円錐入口（３）は、縦軸（５）に対して好ましくは３０°と６０°の間のこう配を
与える。
【００２１】
　円筒形領域（８）は、横向き荷重を分布させ、ピースの挿入を案内する歯科インプラン
ト（１）を強化する。この円筒形領域（８）の深さ（ｈ３）は、歯科インプラント（１）
がさらされる荷重を支持するために歯科インプラント（１）の壁に十分な材料を保証する
最大量である必要がある。この目的のために、円筒形領域（８）は、上面（７）から測定
して好ましくは１．３と３ｍｍの間の深さ（ｈ３）を有する。
【００２２】
　ねじ領域（９）は、ピースに歯科インプラント（１）を連結するねじの連結領域を実現
する。このねじ領域（９）の直径は、歯科インプラント（１）の壁の厚さの増加及び歯科
インプラント（１）の強度の増加を保証するために小さくされる必要があり、同時に前記
ねじが耐える必要のある力の面でねじの完全性を助けるために大きくされる必要がある。
これを達成するためには、本発明は、それによってこれら２つの反対の基準が十分に満足
される妥協解決手段として、好ましくは１．１と２．５ｍｍの間のねじ領域（９）の直径
を意図する。
【００２３】
　概して、非回転領域（６）は、上面（７）から測定して好ましくは０．７と２ｍｍの間
の深さ（ｈ２）を有する。これら寸法によって、非回転領域（６）は、それが正確な非回
転作用を与えるには十分に深いが、同時にそれがねじ本体（２７）に達するには十分には
深くはなく、問題なことにはインプラントの壁の厚さを薄くさせる。同時に、ねじ領域（
９）は、上面（７）から測定して３．５と７．５ｍｍの間の深さ（ｈ４）を有することが
好ましい。これら寸法により、インプラントと、歯科インプラント及びピースを連結する
ねじとの間の連結が確実に適切な連結であるようにねじ領域（９）の十分な数のねじ山を
確保する。
【００２４】
　歯科インプラント（１）の上面（７）は、歯科インプラント（１）と連結されるべきピ
ースとの正確な連結を確実にするために完全に平坦である。止まり穴（３）の範囲及び歯
科インプラント（１）の首部（２）の直径によって範囲が定められたこの上面（７）のサ
イズは、歯科インプラント（１）とピースの間の連結が恒久的に変形されることなしに垂
直方向荷重に確実に耐えることができるように十分な大きさが必要である。
【００２５】
　図２は歯科インプラント（１）の上面図であり、その中に上面（７）、円錐入口（４）
、非回転領域（６）、及び円筒形領域（８）を見ることができる。非回転領域（６）は、
この好ましい実施例で合計４個の小葉（２８）を与える。非回転領域（６）の特定の形状
は、後の図で詳述される。しかしながら、図の中で円筒形領域（８）は、直径が非回転領
域（６）の最小直径（Ｄ）と実質的に同じ状態で非回転領域（６）の中に内接させられて
いることが理解されよう。
【００２６】
　図３は、本発明の歯科インプラント（１）に連結されるべきピース（１１）の実施例の
横断立面図であり、この場合前記ピース（１１）が補綴要素（１１）である。基本的には
、大部分の補綴要素のように補綴要素（１１）は縦軸（１５）に一致して延ばされており
、歯科インプラント（１）に補綴要素（１１）を連結するねじを挿入するために中央貫通
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穴（１３）が設けられている。前記中央貫通穴（１３）は、その上に上述のねじの頭部が
置かれる支持領域（１４）を有する。
【００２７】
　補綴要素（１１）には、歯科インプラント（１）の上面（７）で支持されるようなされ
た接触面（１７）が設けられている。前記接触面（１７）は、歯科インプラント（１）を
確実に正確に閉鎖するために完全に平坦である必要がある。
【００２８】
　前記接触面（１７）からは非回転領域（１６）が突出し、この非回転領域（１６）は同
様に面取り領域（１０）で終わる。前記面取り領域（１０）は、両方の非回転領域（１６
、６）が組立ての間正確に方向付けられるまで、補綴要素（１１）と歯科インプラント（
１）の間で起こる接触を和らげる。
【００２９】
　面取り領域（１０）に続いて、補綴要素（１１）は、前記面取り領域（１０）から突出
し、第２の面取り領域（１２）で終わる円筒形領域（１８）を有する。この第２の面取り
領域（１２）は、円筒形領域（１８）が歯科インプラント（１）の円錐入口（４）の中に
入ることを容易にする。
【００３０】
　円筒形領域（１８）は、補綴要素（１１）が歯科インプラント（１）の止まり穴（３）
の中に入ることを容易にする。したがって、導入の第１段階で、円筒形領域（１８）を歯
科インプラント（１）の非回転領域（６）の中に入れることは容易である。さらに、円筒
形区域（１８）は、患者の口の中に既に埋設されている歯科インプラント（１）及び補綴
要素（１１）よって形成されたユニットによって受ける荷重の一部分を吸収し、それによ
って荷重が非回転領域（６）の上にかかることを防止し、歯科インプラント（１）上に応
力をより均一に分布させる。
【００３１】
　面取り領域（１０）は、縦軸（１５）に対して好ましくは３０°と６０°の間のこう配
を与える。非回転領域（１６）は接触面（１７）から測定してこの好ましくは０．２と２
ｍｍの間の深さ（ｈ１２）を有する。非回転領域（１６）のこれら深さは、横向き荷重の
面で前記非回転領域（１６）の作用能力を保証する。
【００３２】
　図４は、本発明の補綴要素（１１）の下面図である。非回転領域（１６）は、この実施
例で合計４個の小葉（２８’）を与える。非回転領域（１６）の特定の形状は、以下の図
で詳述される。
【００３３】
　歯科インプラント（１）の非回転領域（６）及び補綴要素（１１）の非回転領域（１６
）の両方は、好ましくは対称の外形、すなわち特定の周期性又は繰返しを与える外形で作
製される。図の歯科インプラント（１）及び補綴要素（１１）の場合、非回転領域（６、
１６）は、外周が完成するまで毎回９０°回転させられる合計４回の非回転構成要素（２
０、２０’）の繰返しから構成される。より多い数又はより少ない数の非回転構成要素（
２０、２０’）の繰返しを備えた本発明の他の実施例が意図され、より多い数又はより少
ない数の小葉（２８、２８’）をもたらす。
【００３４】
　図５は、歯科インプラント（１）の非回転領域（６）の非回転構成要素（２０）を示す
。非回転構成要素（２０）は、この場合、互いに接しそれぞれの半径（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３
）で確定される合計５個の円弧（２１、２２、２３、２４、２５）を有し、その中で非回
転構成要素（２０）の縦軸（５）への最近点（２６）が非回転構成要素（２０）及び非回
転領域（６）の最小直径（ｄ）を確定する。上述のように、円筒形領域（８）は非回転領
域（６）に内接させられ、その直径はこの最小直径（ｄ）と一致することが好ましい。
【００３５】
　この図の実施例では、非回転構成要素（２０）の端部円弧（２１、２５）の中心は縦軸
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（５）に位置している。さらに、円弧（２２、２４）の半径（Ｒ２）と端部円弧（２１、
２５）の半径（Ｒ１）の間の比は１：２と１：３の間にあり、中央部円弧（２３）の半径
（Ｒ３）と端部円弧（２１、２５）の半径（Ｒ１）の比は、３：１と４：１の間にある。
【００３６】
　図６は、補綴要素（１１）の非回転領域（１６）の非回転構成要素（２０’）を示す。
非回転構成要素（２０’）は、この場合、互いに接しそれぞれの半径（Ｒ１’、Ｒ２’、
Ｒ３’）で確定される合計５個の円弧（２１’、２２’、２３’、２４’、２５’）を有
し、その中で非回転構成要素（２０’）の縦軸（１５）への最近点（２６’）が、非回転
構成要素（２０’）及び非回転領域（１６）の最小直径（ｄ’）を確定する。円筒形領域
（１８）は、非回転領域（１６）に内接させられ、その直径が最小直径（ｄ’）と一致す
ることが好ましい。
【００３７】
　この図の実施例では、非回転構成要素（２０’）の端部円弧（２１’、２５’）の中心
が縦軸（１５）上に位置している。さらに、円弧（２２’、２４’）の半径（Ｒ２’）と
端部円弧（２１’、２５’）の半径（Ｒ１’）の間の比は１：２と１：３の間にあり、中
央部円弧（２３’）の半径（Ｒ３’）と端部円弧（２１’、２５’）の半径（Ｒ１’）と
の比は１：１と１．５：１の間にある。
【００３８】
　非回転構成要素（２０、２０’）の相異なった実施例は、５個以外の円弧（２１、２２
、２３、２４、２５、２１’、２２’、２３’、２４’、２５’）の数で意図され、これ
により変動可能な合計数の小葉（２８、２８’）をもたらす。
【００３９】
　図７は、歯科インプラント（１）の非回転領域（６）とピース（１１）の非回転領域（
１６）の間の連結から生ずる非回転部分を示す。理解できるように、非回転領域（６）の
半径（Ｒ３、Ｒ１）の間及び非回転領域（１６）の半径（Ｒ３’、Ｒ１’）の間で異なる
比は、１組の隙間（２９）の出現を可能にし、その結果、歯科インプラント（１）とピー
ス（１１）の間の接触領域（３０）が、非回転部分がそのようなものとして作用すること
が防止されることなく縦軸（５）から実質的に可能な限り離れる。このように、ピース（
１１）と歯科インプラント（１）の間のトルクの伝達能力が増加され、ピース（１１）が
トランスポータ（１）であるとき、これは興味深い効果である。
【００４０】
　半径（Ｒ１、Ｒ１’）は、２．５と４ｍｍの間に含まれることが好ましく、この寸法に
より、妥協解決手段が、接触領域（３０）から縦軸（５）の距離を増加させ、それによっ
てトルクの伝達能力を増加させるために大きな半径（Ｒ１、Ｒ’）を有すという利益と、
インプラント（１）と補綴要素（１１）の間の連結が力又は横向き荷重に耐えることがで
きるように上面（７）が大きいように小さくされた半径（Ｒ１、Ｒ１’）を有するという
利益との間に至ることが可能になる。
【００４１】
　図８Ａ及び図８Ｂは、前の図で詳述した本発明の歯科インプラント（１）の２つの斜視
図である。図８Ａは、前の図で詳述した要素が特に明らかな上面（７）から始まる止まり
穴（３）の中に含まれる状態の多数の要素を示す。したがって、どのような方法で前記止
まり穴（３）が円錐入口（４）によってその最上部分で始まり、非回転領域（６）、円筒
形領域（８）及びねじ領域（９）で続くかが理解されよう。非回転領域（６）は、４個の
等しい非回転構成要素（２０）から構成され、それら非回転構成要素（２０）のそれぞれ
が互いに接する５個の円弧（２１、２２、２３、２４、２５）によって形成される。円筒
形領域（８）は非回転領域（６）に内接させられる。図８Ｂは、このインプラントの外部
をより明らかに示し、本発明のインプラントの首部（２）、歯科インプラント（１）全体
に特有なねじ本体（２７）、及び円錐ねじ領域（１９）を詳述する。
【００４２】
　図９は本発明の補綴要素（１１）の斜視図である。この図は、どのように接触面（１７
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）から歯科インプラント（１）の止まり穴（３）の中に収容されるべき要素が始まり、非
回転領域（１６）が面取り部（１０）で終わらされ、円筒形領域（１８）が面取り領域（
１２）で終わらされるかを示す。どのように非回転領域（１６）は様々な非回転構成要素
（２０’）を有しているか、および各非回転構成要素（２０’）が互いに接する５個の円
弧（２１’、２２’、２３’、２４’、２５’）からできていることが理解されよう。
【００４３】
　非回転部品（１６）の中央部円弧（２３’）に対応する凹形部分が円筒形領域（１８）
の深さ全体に沿って延ばされていることが注目されるべきである。これはこのピースの加
工を容易にする。
【００４４】
　図８Ａ、図８Ｂ、及び図９を分析することによって、本発明の内部連結のさらなる利点
が理解されよう。すなわち、この利点は、円筒形領域（８、１８）が非回転領域（６、１
６）に内接させられ、それによって歯科インプラント（１）の中への補綴要素（１１）の
挿入の間、補綴要素（１１）の円筒形領域（８）が歯科インプラント（１）の非回転領域
（１８）の中に導入されるとすぐに案内が形成されることが実現することである。
【００４５】
　さらに、図９のピース（１１）に関して、非回転領域（１６）は設けられていないが、
非回転領域（６）が設けられた歯科インプラント（１）と互換性のあるピース（１１）の
実施例が、また意図されていることが指摘されるべきである。このタイプのピース（１１
）の実施例は、経上皮（１個又は２個の歯科インプラントに複数の義歯を連結することが
可能で、この目的のために歯科インプラントと、複数の歯科ピースを支持する補綴要素と
の間のアダプタとして作用するピース）である。これらのタイプのピース（１１）は、患
者の口の中で複数の歯科ピースを支持するブリッジの挿入を可能にし、インプラントの別
のインプラントに対する相対的な位置に留意し、同時にブリッジの挿入を容易にする必要
がある。したがって、このタイプのピースは、接触面（１７）からの非回転不要領域（１
８）だけを有する。
【００４６】
　本発明の内部連結は、広範囲にわたって変わるサイズの歯科インプラント（１）及びピ
ース（１１）に対して有効であるような作用を与える。したがって、その適用例は、７と
３５ｍｍの間の長さ（そして他の長ささえ）の歯科インプラント（１）、３．３と７ｍｍ
の間の直径（そして他の直径さえ）のねじ本体（２７）、及び３．５と６．５ｍｍの間の
直径（そして他の直径さえ）の上面（７）が想定されている。さらに、相異なったサイズ
のインプラント（１）及びピース（１１）で作製された歯科インプラント（１）及びピー
ス（１１）の単一のユニット又は群に対して、これらのすべて（１、１１）によって与え
られる内部連結が、すべての歯科インプラント（１）とすべてのピース（１１）の間で互
換性を実現するために同じサイズであることが想定される。
【００４７】
　本発明はまた、歯科インプラントのすべての構成でのすべての規模又は寸法の内部連結
の実施例、及び歯科に限らない他のタイプのインプラント又はピースへの内部連結の適用
例さえ意図している。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明による歯科インプラントの実施例の部分横断立面図である。
【図２】図１の歯科インプラントの上面図である。
【図３】本発明による補綴要素の実施例の横断立面図である。
【図４】図３の補綴要素の下面図である。
【図５】図１のインプラントの非回転領域の非回転要素の部分図である。
【図６】図３の補綴要素の非回転領域の非回転要素の部分図である。
【図７】前の図の歯科インプラント及び補綴要素の非回転区域の重合せ又は連結を示す図
である。
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【図８Ａ】前の図の歯科インプラントの斜視図である。
【図８Ｂ】前の図の歯科インプラントの斜視図である。
【図９】前の図の補綴要素の斜視図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】
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