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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科インプラントに取り付けるための仮の補綴物アセンブリにおいて、
　仮のアバットメントであって、（ｉ）前記歯科インプラントと非回転状態に嵌合するた
めの回転防止形状部、（ｉｉ）前記仮のアバットメント自体および前記歯科インプラント
の少なくとも一方の１つまたは複数の特性を示す１つまたは複数の情報マーカ、及び（ｉ
ｉｉ）少なくとも一部が解剖学的に歯肉組織を形作るための曲面形状を有するフランジ、
を含む仮のアバットメントと、
　前記仮のアバットメントに取り外し可能に結合されて、前記１つまたは複数の情報マー
カを覆うように構成され、底端部が前記フランジと位置合わせされて解剖学的に歯肉組織
を形作るための前記フランジの前記曲面形状を連続的に延在させる、仮のアバットメント
キャップと、
　前記仮のアバットメントキャップに結合された仮の補綴物とを備え、前記仮の補綴物お
よび前記仮のアバットメントキャップが前記仮のアバットメントから取り外されたときに
、前記１つまたは複数の情報マーカに関する走査データを生成するために前記仮のアバッ
トメントの一部が走査されるように、前記仮の補綴物と前記仮のアバットメントキャップ
との組み合わせが前記仮のアバットメントに取り外し可能に結合される、仮の補綴物アセ
ンブリ。
【請求項２】
　前記仮の補綴物が歯肉組織を解剖学的に形付けるための非円形形状を有する、請求項１
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に記載の仮の補綴物アセンブリ。
【請求項３】
　前記仮の補綴物が前記仮のアバットメントキャップの外面にセメントで結合される、請
求項１に記載の仮の補綴物アセンブリ。
【請求項４】
　前記仮のアバットメントが少なくとも１つの保持溝および第１の回転防止構造部をさら
に含み、前記仮のアバットメントキャップが前記仮のアバットメント上の前記少なくとも
１つの保持溝とスナップ嵌め係合を行うように構成された少なくとも１つの突起をさらに
含み、前記仮のアバットメントキャップが前記仮のアバットメントの前記第１の回転防止
構造部とスライドして係合するように構成された第２の回転防止構造部をさらに含む、請
求項１に記載の仮の補綴物アセンブリ。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの突起と前記少なくとも１つの保持溝との間の前記スナップ嵌め係
合が前記仮のアバットメントキャップと前記仮のアバットメントとの間のシールを助け、
前記シールが前記スナップ嵌め連結部の下に設けられる、請求項４に記載の仮の補綴物ア
センブリ。
【請求項６】
　前記仮のアバットメントを前記歯科インプラントに取り外し可能に結合するように構成
された一体の締結装置をさらに備え、前記仮のアバットメントキャップがアパーチャを含
み、前記一体の締結装置の頭部が前記アパーチャ内に少なくとも部分的に突き出て、前記
仮のアバットメントキャップと係合し、前記仮のアバットメントキャップに横方向の支持
を与えるように構成される、請求項１に記載の仮の補綴物アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本発明は、一般に、歯科インプラントシステムの仮のアバットメントに関する。
本発明は、より詳細には、走査機能および暫間補綴機能（provisionalization feature）
を有する仮のアバットメントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]部分的または全体的に無歯の患者の義歯による歯科修復は、通常２段階で行われ
る。第１の段階では、歯肉を切開して、下にある骨を露出させる。歯科インプラントの形
の人工歯根が顎骨内に配置され、オッセオインテグレーションがなされる。歯科インプラ
ントは、一般に、ねじ付き孔を含んで、ねじ上で嵌合する構成要素を保持するための保持
ねじを受ける。第１の段階中、インプラント上に重なる歯肉組織が縫合され、オッセオイ
ンテグレーション過程が継続されるにつれて治癒される。
【０００３】
　[0003]オッセオインテグレーション過程が完了した後、第２の段階が開始される。ここ
で、歯肉組織が再び開かれて、歯科インプラントの端部が露出される。治癒構成要素また
は治癒アバットメントが歯科インプラントの露出された端部に締結されて、歯肉組織がそ
の周りで治癒可能になる。インプラントが設置された直後、またはオッセオインテグレー
ションの直前に、治癒アバットメントを歯科インプラント上に配置することができること
を留意されたい。近年では、状況によって、オッセオインテグレーションステップと歯肉
治癒ステップが１つのステップ工程に組み合わされる。
【０００４】
　[0004]以前の治癒アバットメントは、プロファイルが全般的に円形であったが、実際に
治癒アバットメントと置換される義歯または補綴物はそうではなかった。したがって、歯
肉組織が治癒アバットメントの周囲で治癒されることによって、実際にインプラントに取
り付けられる補綴物のサイズおよび外形ではなく、治癒アバットメントのサイズおよび外
形に近似したエマージェンスプロファイルが生成される。患者の歯肉のエマージェンスプ
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ロファイルと設置された補綴物の相違の結果、歯科医または臨床医をまた訪問して、設置
工程を終了させ、かつ／または設置された補綴物の美観的結果に妥協することがある。本
開示は、以前の治癒アバットメントに関する上記その他の問題の解決を対象とする。永久
補綴物を配置する前に、インプラント上の同じ位置に仮の補綴物を配置することが望まし
いことが多いため、仮の補綴物に関連する問題の解決も求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　[0005]さらに近年では、走査技法が、永久補綴物を作成する助けに使用されている。本
開示は、走査技法と仮の補綴物を組み合わせる問題の解決も対象とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　[0006]歯科インプラントに取り付けるためのアバットメントアセンブリは仮のアバット
メントおよび仮のアバットメントキャップを含む。仮のアバットメントは、下部領域およ
び上部領域を有する。下部領域は、歯科インプラントと非回転状態に嵌合するための回転
防止形状部を含む。上部領域は、第１の回転防止構造部および少なくとも１つの保持溝を
含む。仮のアバットメントの上面は、歯科インプラントに関する情報を提供する１つまた
は複数の情報マーカを含む。仮のアバットメントキャップは、仮のアバットメントの上部
領域に結合されるように構成される。仮のアバットメントキャップは、仮のアバットメン
トの少なくとも１つの保持溝と嵌合するように構成された少なくとも１つの突起を有する
。仮のアバットメントキャップは、仮のアバットメントの第１の回転防止構造部とスライ
ドして係合するように構成された第２の回転防止構造部を有する。仮のアバットメントキ
ャップの外面は、仮の補綴物に結合されて、仮の補綴物および仮のアバットメントキャッ
プが仮のアバットメントから取り外し可能であり、情報マーカにアクセスできるように構
成される。
【０００７】
　[0007]歯科インプラントに取り付けるための仮の補綴物アセンブリは、仮のアバットメ
ント、仮のアバットメントキャップ、および仮の補綴物を含む。仮のアバットメントは、
歯科インプラントと非回転状態に嵌合するための回転防止形状部を含む。仮のアバットメ
ントは、１つまたは複数の情報マーカを含む。仮のアバットメントキャップは、仮のアバ
ットメントに取り外し可能に結合されて、情報マーカを覆うように構成される。仮の補綴
物は、仮のアバットメントキャップに結合されるように構成される。仮の補綴物と仮のア
バットメントキャップの組み合わせは、仮のアバットメントに取り外し可能に結合される
。
【０００８】
　[0008]歯科インプラントに取り付けるためのアバットメントは、下部領域、上部領域、
および内側孔を含む。下部領域は、歯科インプラントと非回転状態に嵌合するための回転
防止形状部を含む。上部領域は、回転防止構造部および少なくとも１つの軸方向の保持構
造部を含む。回転防止構造部および少なくとも１つの軸方向の保持構造部は、歯の形状の
補綴物構成要素と係合するためのものである。上部領域は、歯の形状の補綴物構成要素が
アバットメントから取り外された後に露呈される歯科インプラントに関する情報を提供す
るための１つまたは複数の情報マーカを含む。内側孔は、アバットメントを歯科インプラ
ントに結合するための締結装置を受けるように構成される。
【０００９】
　[0009]様々なタイプの歯科インプラントに取り付けるための仮のアバットメントシステ
ムは、複数の仮のアバットメントおよび仮のアバットメントキャップを含む。それぞれ仮
のアバットメントは、下部領域および上部領域を含む。下部領域は、歯科インプラントの
１つと非回転状態に嵌合するための回転防止形状部を含む。上部領域は、第１の回転防止
構造部および第１の軸方向の保持構造部を含む。上部領域は、（ｉ）仮のアバットメント
を取り付けるべき歯科インプラントのタイプ、および（ｉｉ）取り付けられた歯科インプ
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ラントに関連する位置または寸法の情報に関する情報を提供するための情報マーカをさら
に含む。仮のアバットメントキャップは、第１の回転防止構造部と嵌合するための第２の
回転防止構造部、および第１の軸方向の保持構造部と嵌合するための第２の軸方向の保持
構造部を有する。仮のアバットメントキャップは、任意の仮のアバットメントと嵌合して
、仮のアバットメントキャップが情報マーカを覆うように構成される。
【００１０】
　[0010]患者の口内に設置されたインプラントに結合される患者固有のアバットメントを
作製する方法は、仮のアバットメントをインプラントに非回転状態に取り付けるステップ
を含む。仮のアバットメントは、インプラントの１つまたは複数の特性を示す少なくとも
１つの情報マーカを含む。仮の補綴物アセンブリは、仮の補綴物アセンブリが仮のアバッ
トメントから取り外し可能であるように、仮のアバットメントに非回転状態に取り付けら
れる。仮の補綴物アセンブリを取り囲む歯肉組織が治癒される十分な期間の後に、仮の補
綴物アセンブリが仮のアバットメントから取り外される。取り外した後に、仮のアバット
メントを含む口の少なくとも一部が走査されて、走査データが生成される。走査データか
ら仮のアバットメントに隣接する歯肉組織についてのエマージェンスプロファイル情報が
獲得され、仮のアバットメントからの情報マーカの情報が獲得される。歯肉組織について
のエマージェンスプロファイル情報および情報マーカの情報に基づいて、口の少なくとも
一部の３次元モデルが生成される。３次元モデルから患者固有のアバットメントが設計さ
れる。
【００１１】
　[0011]患者の口内に設置されたインプラントに結合される患者固有のアバットメントを
作製する方法は、非円形の仮の補綴物をインプラントに取り付けるステップを含む。仮の
補綴物は、インプラントの１つまたは複数の特性を示す少なくとも１つの情報マーカを有
する仮のアバットメントを含む。仮の補綴物を取り囲む歯肉組織が非円形に治癒された後
に、仮の補綴物が分解されて、仮のアバットメントをインプラントから除去せずに、仮の
アバットメント上の前記少なくとも１つの情報マーカが露出される。少なくとも１つの情
報マーカを走査する走査方法を使用して、インプラントに関する情報に関連するデータを
含むデータを獲得する。走査方法によって獲得したデータから患者固有のアバットメント
が作製される。
【００１２】
　[0012]患者の口内に設置されたインプラントに結合される患者固有のアバットメントを
作製する方法は、仮のアバットメントを歯科インプラントに非回転状態に取り付けるステ
ップを含む。仮のアバットメントは、インプラントの１つまたは複数の特性を示す少なく
とも１つの情報マーカを含む。仮のアバットメントを含む前記口の少なくとも一部を走査
して第１のセットの走査データを生成する。仮の補綴物の形状が選択された後に、仮の補
綴物を口の外で走査して、第２のセットの走査データを生成する。仮の補綴物が仮のアバ
ットメントから取り外し可能であるように、仮の補綴物が仮のアバットメントに取り付け
られる。第１および第２のセットの走査データを分析して、情報マーカの情報を獲得し、
予想される解剖学的に形付けられた歯肉のエマージェンスプロファイル情報を獲得する。
第１および第２のセットの走査データから口の少なくとも一部の３次元モデルが生成され
る。３次元モデルから患者固有のアバットメントが設計される。
【００１３】
　[0013]患者の口内に設置されたインプラントに結合される患者固有のアバットメントを
作製する方法は、仮のアバットメントを前記インプラントに非回転状態に取り付けるステ
ップを含む。仮のアバットメントは、インプラントの１つまたは複数の特性を示す少なく
とも１つの情報マーカを含む。仮のアバットメントキャップを仮のアバットメント上にス
ナップ嵌めして、仮のアバットメントキャップが仮のアバットメントから取り外し可能で
あるようにし、仮のアバットメントの少なくとも１つの情報マーカを少なくとも部分的に
覆い隠すようにする。仮の補綴物が仮のアバットメントキャップに取り付けられる。仮の
補綴物、仮のアバットメントキャップ、および仮のアバットメントを取り囲む歯肉組織が
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治癒される十分な期間の後に、仮の補綴物および仮のアバットメントキャップが仮のアバ
ットメントから除去される。除去した後に、仮のアバットメントを含む口の少なくとも一
部を走査して、走査データが生成される。走査データから仮のアバットメントに隣接する
歯肉組織についてのエマージェンスプロファイル情報が獲得され、仮のアバットメントか
らの情報マーカの情報が獲得される。歯肉組織についてのエマージェンスプロファイル情
報および情報マーカの情報に基づいて、口の少なくとも一部の３次元モデルが生成される
。３次元モデルから患者固有のアバットメントが設計される。
【００１４】
　[0014]以下の詳細な説明を読み、図面を参照すると、本発明の上記その他の利点が明ら
かになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】[0015]図１Ａは仮のアバットメントを示す斜視図である。 [0016]図１Ｂは図１
Ａで示した仮のアバットメントを示す上面図である。
【図２】[0017]図２Ａは第２の仮のアバットメントを示す斜視図である。 [0018]図２Ｂ
は図２Ａで示した第２の仮のアバットメントを示す上面図である。
【図３】[0019]図３Ａは歯科インプラント上で本開示の仮のアバットメントを保持するの
に使用される締結装置を示す斜視図である。 [0020]図３Ｂは図３Ａで示した締結装置を
示す垂直断面図である。
【図４】[0021]図４Ａは仮のアバットメントキャップを示す斜視図である。 [0022]図４
Ｂは図４Ａで示した仮のアバットメントキャップを示す側面図である。
【図５】[0023]図５Ａはアバットメントアセンブリを示す斜視図である。 [0024]図５Ｂ
は図５Ａで示したアバットメントアセンブリを示す水平断面図である。
【図６Ａ】[0025]補綴物アセンブリおよび歯科インプラントを示す分解断面図である。
【図６Ｂ】[0026]図６Ａで示した歯科インプラントに結合された補綴物アセンブリを示す
組立てた断面図である。
【図７Ａ】[0027]仮のアバットメント、未修正の仮のアバットメントキャップ、および締
結装置を含む未修正の仮のアバットメントアセンブリを示す分解斜視図である。
【図７Ｂ】[0028]修正された仮のアバットメントキャップを有する図７Ａで示したアセン
ブリを示す組立てた斜視図である。
【図８Ａ】[0029]本発明の一代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々
な図である。
【図８Ｂ】本発明の一代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な図で
ある。
【図８Ｃ】本発明の一代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な図で
ある。
【図８Ｄ】本発明の一代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な図で
ある。
【図８Ｅ】本発明の一代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な図で
ある。
【図８Ｆ】本発明の一代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な図で
ある。
【図９Ａ】[0030]本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様
々な図である。
【図９Ｂ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な図
である。
【図９Ｃ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な図
である。
【図９Ｄ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な図
である。
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【図９Ｅ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な図
である。
【図１０Ａ】[0031]本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す
様々な図である。
【図１０Ｂ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１０Ｃ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１０Ｄ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１０Ｅ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１１Ａ】[0032]本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す
様々な図である。
【図１１Ｂ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１１Ｃ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１１Ｄ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１１Ｅ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１２Ａ】[0033]本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す
様々な図である。
【図１２Ｂ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１２Ｃ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１２Ｄ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１２Ｅ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１３Ａ】[0034]本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す
様々な図である。
【図１３Ｂ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１３Ｃ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１３Ｄ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１３Ｅ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１３Ｆ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１３Ｇ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１３Ｈ】本発明の他の代替実施形態による補綴物アセンブリの構成要素を示す様々な
図である。
【図１４】[0035]３つの補綴物アセンブリおよび３つの異なる歯科インプラントを示す分
解斜視図である。
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【図１５】[0036]本発明の補綴物アセンブリの構成要素を使用して永久的な患者固有のア
バットメントおよび永久的な歯の補綴物を作製する方法を示す流れ図である。
【図１６】[0037]インプラントを設置する準備をするための方法を含む、永久的な患者固
有のアバットメントおよび永久的な歯の補綴物を作製する方法を示す流れ図である。
【図１７】[0038]本発明の補綴物アセンブリの構成要素を使用して永久的な患者固有のア
バットメントおよび永久的な歯の補綴物を作製する方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　[0039]本開示には様々な修正および変更形態が可能であるが、特定の実施形態を例とし
て図面で示し、本明細書に詳細に記載する。しかし、理解されるように、本開示は、開示
した特定の形態に限定されないものとする。本開示は、むしろ、添付の特許請求の範囲に
記載した、本開示の精神および範囲内に含まれる全ての修正形態、等価のもの、および変
更形態を包含するものである。
【００１７】
　[0040]図１Ａおよび１Ｂを参照すると、本開示の仮のアバットメント１０を（本開示の
他の仮のアバットメントと同様に）少なくとも４つの目的に使用することができ、それを
以下により詳細に説明する。第１に、仮のアバットメント１０は、仮のアバットメント１
０の外面が患者の歯肉組織の治癒を助けるように形付けられるため、歯肉治癒アバットメ
ントとして働くことができる。第２に、仮のアバットメント１０は、仮の補綴物として働
くことができる（すなわち、仮のアバットメント１０は、解剖学的構造の歯の形状を有す
るアクリル部分を取り外し可能に取り付けるための便利な取付台を提供する）。第３に、
仮のアバットメント１０は、走査部材として働き、臨床医が１つまたは複数の走査技法を
使用して、永久補綴物の構成要素の作製に使用するための、下にあるインプラントの位置
および方向についての必要な情報を獲得することができるようにする。第４には、仮のア
バットメント１０は、解剖学的な歯の形状を有する永久補綴物に便利な取付台を提供する
永久アバットメントとして働くことができる。
【００１８】
　[0041]仮のアバットメント１０は、フランジ５０によって分離された歯肉下領域２０と
歯肉上領域３０を有する。（図５Ａで最も良く示されている）フランジ５０の外面５５は
、治癒過程中に患者の歯肉組織と係合し、歯肉組織の形成を助けるように位置付けられる
。歯肉下領域２０は、回転防止形状部２２（たとえば、六角セクション）を含んで、イン
プラント（たとえば、図６Ａのインプラント１２０）の対応する回転防止形状部と嵌合す
る。仮のアバットメント１０の回転防止形状部２２は、任意のタイプのボス（たとえば、
多角形ボス、星形ボス、クローバ形ボスなど）、またはソケット（たとえば、多角形ソケ
ット、星形ソケット、クローバ形ソケットなど）でもよく、回転防止形状部２２が下にあ
るインプラントの回転防止形状部と一致して、仮のアバットメント１０とインプラント１
２０の相対回転を防止するようになされる。仮のアバットメント１０（および本開示の他
の仮のアバットメント）を、金、チタン、プラスチック、セラミック、または他の同様の
金属、あるいは複合体から作ることができることが企図される。
【００１９】
　[0042]歯肉上領域３０は、１つまたは複数の保持溝または構造部３２、および回転防止
構造部３４（たとえば、平坦な壁または表面）を含む。保持溝３２は、（図４Ａおよび４
Ｂで示した）仮のアバットメントキャップ８０の（図４Ａおよび４Ｂで示した）対応する
雄周方向形状部または構造部８６とスナップ式に軸方向に保持するように係合して嵌合す
るように構成される。１つまたは複数の保持溝３２は、約４５３．６ｇ（１ポンド）から
約４５３６ｇ（１０ポンド）の力の保持力を有する雄周方向形状部８６と嵌合するように
構成される。すなわち、仮のアバットメントキャップ８０を仮のアバットメント１０との
スナップ嵌め式係合から外すには、約４５３．６ｇ（１ポンド）から約４５３６ｇ（１０
ポンド）の力を要する。別法として、仮のアバットメント１０の歯肉上領域３０は、仮の
アバットメントキャップ８０の内面上の対応する保持溝（図示せず）とスナップ式に軸方
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向に保持して嵌合するように構成された雄周方向形状部を含むことができる。
【００２０】
　[0043]回転防止構造部３４は、（図４Ａおよび４Ｂで示した）対応する回転防止構造部
８４とスライド可能に係合するように嵌合して、仮のアバットメントキャップ８０と仮の
アバットメント１０の相対回転を防止するように構成される。図で示した実装形態では、
回転防止構造部３４は、全般的に仮のアバットメント１０の上面６０からフランジ５０ま
で延びる。回転防止構造部３４は、歯肉上領域３０上の平坦な壁として示されているが、
回転防止構造部３４は、たとえば、１つまたは複数の溝、スロット、突起、またはその任
意の組み合わせなど、様々な周知の回転防止構造の１つでもよい。歯科用ポストの回転防
止構造の例が、それぞれ本特許出願の譲受人によって共同所有される、米国特許第６，１
２０，２９３号、第６，１５９，０１０号、および第８，００２，５４７号に示されてお
り、その全体が、参照により本明細書に組み込まれる。仮のアバットメント１０の歯肉上
領域３０に選択される回転防止構造部３４のタイプに関係なく、仮のアバットメントキャ
ップ８０は、回転防止構造部３４と係合するように対応して形付けられて２つの構成要素
の相対回転を防止する構造面（たとえば、回転防止構造部８４）を有する。
【００２１】
　[0044]仮のアバットメント１０は、（図３Ａおよび３Ｂで示した）ねじ７０を受けて、
仮のアバットメント１０をインプラント１２０に取り外し可能に結合する内側孔４０を有
する全般的に円筒形状である。上面６０は、図１Ｂに最も良く示されており、２つの情報
マーカ位置６２を含む。情報マーカ位置６２は、仮のアバットメント１０の上面６０の周
りに周方向に位置付けられる。仮のアバットメント１０は、１２時である回転防止構造部
３４に対して３時および６時の位置だけの情報マーカ位置６２を有するところが示されて
いるが、追加の情報マーカ位置（図示せず）を９時、１２時、および／またはその間の任
意の位置に配置できることが企図される。
【００２２】
　[0045]それぞれ情報マーカ位置６２は、１つまたは複数の情報マーカ６４を含むように
構成される。情報マーカ６４は１つの切欠きとして示されているが、本開示は、本明細書
で開示される全ての実施形態について、情報マーカ６４が、正の情報マーカ、負の情報マ
ーカ、隆起した突起／ピンプル、凹部またはディンプル、切欠き、線、エッチング、英数
字などでもよいことを企図している。情報マーカ６４の断面は、長方形、三角形、または
様々な他の形状でもよいことがさらに企図される。また、情報マーカ位置６２自体が情報
マーカとして働き、情報を提供し、かつ／または示すことができる。
【００２３】
　[0046]情報マーカ６４は、仮のアバットメント１０自体、および／または仮のアバット
メント１０が取り付けられる（図６Ａで示した）下のインプラント１２０の１つまたは複
数の特性を示すものである。たとえば、１つまたは複数の情報マーカ６４を仮のアバット
メント１０の回転防止形状部２２の平坦部、および／または下にあるインプラントの平坦
部と幾何学的に位置合わせして、仮のアバットメント１０の回転防止形状部および／また
は下にあるインプラントの回転方向を示すことができる。１つまたは複数の情報マーカ６
４を仮のアバットメント１０の高さ、したがって、下にあるインプラントのテーブルまた
は座面の高さまたは垂直位置（すなわちｚ軸の位置）と一致させることができることも企
図される。他の例では、情報マーカ６４は、下にあるインプラントのテーブルまたは座面
のｘ－ｙ位置を示すことができる。他の例では、情報マーカ６４は、下のインプラントが
患者の顎骨内で垂直に対して置かれる角度（たとえば、ピッチおよびヨー）を示すことが
できる。他の例では、情報マーカ６４は、仮のアバットメント１０、および／または下に
あるインプラントのサイズ、および／または形状を示すことができる。他の例では、情報
マーカ６４は、下にあるインプラントの製造者を示すことができる。
【００２４】
　[0047]情報マーカ６４は、仮のアバットメント１０および／または下にあるインプラン
ト１２０の固有の特性を識別する２進マーキングシステムの一部でもよい。周知のように
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、２進システムは、数字の配列として存在し、数字は、それぞれＯＮとＯＦＦとの２つの
状態を表す「１」または「０」である。情報マーカ位置６２ごとに、情報マーカ６４の存
在（「ＯＮ」）が１であり、情報マーカ６４の不在（「ＯＦＦ」）が０である。周知の開
始位置（たとえば、３時、または回転防止構造部３４から時計回りの方向に最初の位置）
から１および０のセットを共にグループ化することによって、各仮のアバットメント１０
についての情報が分かる。仮のアバットメント１０については、２つの情報マーカ位置６
２が４つの異なる組み合わせを提供することができる。情報マーカ、および下にあるイン
プラント、および／または情報マーカ（たとえば情報マーカ６４）によって識別されるア
バットメントの特性に関するさらなる詳細を米国特許第７，９８８，４４９号で見ること
ができる。その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【００２５】
　[0048]図２Ａおよび２Ｂを参照すると、仮のアバットメント１０’が示されている。仮
のアバットメント１０’は、仮のアバットメント１０と同じ特徴を全て含み、同様の参照
番号が同様の構成要素に使用されるが、仮のアバットメント１０’は異なるサイズの仮の
アバットメントである。仮のアバットメント１０’の上面６０上の情報マーカ６４’およ
び情報マーカ位置６２’の方向または位置の参照により相違が容易に分かる。仮のアバッ
トメント１０の上面６０と仮のアバットメント１０’の上面６０との素早い比較により、
情報マーカ６４’が異なる方向であることが明らかであり、仮のアバットメント１０’が
仮のアバットメント１０と異なる少なくとも１つの特性を有することを示している。たと
えば、仮のアバットメント１０’は、仮のアバットメント１０の歯肉下領域２０およびフ
ランジ５０よりも大きい、または広い歯肉下領域２０およびフランジ５０を有する。他の
例では、仮のアバットメント１０’のフランジ５０の外面５５は、仮のアバットメント１
０のフランジ５０の外面５５と異なる曲面および／またはプロファイルを有することがで
きる。
【００２６】
　[0049]図３Ａおよび３Ｂを参照すると、ねじまたは取り付け用ボルト７０など締結装置
は、ねじ付き部分７２、軸部分７４、およびソケットを含む頭部分７６を含む。ねじ７０
の頭部の露出面上の頭部分７６は、ねじ７０を（図６Ａで示した）インプラント１２０の
ねじ付き孔内にねじ込み式に係合させるためのレンチ（図示せず）を受けるように形付け
られる。それぞれ本明細書に記載し、図で示した仮のアバットメントをねじ７０によって
、または当技術分野で周知の同様のねじによってインプラントに固定することができるこ
とが企図される。さらに、１つまたは複数のワッシャ（たとえば、ロックワッシャ）、お
よび／またはＯリング（たとえば、シールＯリング）をねじ７０上（たとえば、軸部分７
４上の頭部分７６の下、かつ／または頭部分７６の周り、もしくは頭部分７６の上）にね
じ７０の設置前に配置できることがさらに企図される。図３Ａおよび３Ｂに示されていな
いが、ねじ７０の頭部分７６は、仮のアバットメント１０を参照して上記に述べた情報マ
ーカ位置６２および情報マーカ６４と同じ、または同様の１つまたは複数の情報マーカ位
置および／または情報マーカを含むことができる（たとえば、図８Ｃのねじ４７０の切欠
き４７８を参照）。ねじ７０上のこうした情報マーカは、たとえば、下にあるインプラン
ト（たとえば、図６Ａのインプラント１２０）の連結タイプ、下にあるインプラントの製
造者、ねじ７０自体、仮のアバットメント１０、および／または下にあるインプラントの
高さ、幅、ピッチ、ヨー、またはその組み合わせなどの情報を提供することができ、かつ
／または示すことができる。
【００２７】
　[0050]次に図４Ａおよび４Ｂを参照すると、仮のアバットメントキャップ８０は、全般
的に円筒形の外面８１を有し（または外面８１は僅かなテーパを有することができ）、ね
じ７０が設置された後に仮のアバットメント１０の歯肉上領域３０を覆って嵌合するよう
に構成される。別法として、仮のアバットメントキャップ８０が仮のアバットメントキャ
ップの頂部内にアパーチャ（たとえば、図８Ｄの仮のアバットメントキャップ４８０のア
パーチャ４８３を参照）を含んで、仮のアバットメントキャップ８０が仮のアバットメン
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ト１０上に設置された後に設置すべきねじ７０がアクセスできるようにすることが企図さ
れる。
【００２８】
　[0051]仮のアバットメントキャップ８０は、仮のアバットメントキャップ８０の内面８
２から内側に突き出る回転防止構造部８４を含む。回転防止構造部８４は、仮のアバット
メントキャップ８０が仮のアバットメント１０上でスライドされるように、仮のアバット
メント１０の回転防止構造部３４にスライド可能に係合し、かつ／または隣接するように
構成される。仮のアバットメント１０の歯肉上領域３０の外側寸法（たとえば外径）およ
び仮のアバットメントキャップ８０の内面８２の内側寸法は、仮のアバットメントキャッ
プ８０を歯肉上領域３０上で一回転方向だけにスライドさせることができるように構成さ
れる。こうした設計により、仮のアバットメントキャップ８０が、設置された仮のアバッ
トメント１０の歯肉上領域３０に対して回転するのが妨げられる。仮のアバットメントキ
ャップ８０が、仮のアバットメント１０の対応する数の回転防止構造部３４と嵌合するよ
うに構成された２つ以上の回転防止構造部８４を含むことができることが企図される。
【００２９】
　[0052]仮のアバットメントキャップ８０は、仮のアバットメント１０とスナップ嵌め式
に係合して嵌合するように構成された１つまたは複数の雄周方向形状部８６を含む。１つ
または複数の雄周方向形状部８６は、仮のアバットメント１０の歯肉上領域３０上の保持
溝３２の対応する１つと嵌合する周方向の突起である。雄周方向形状部８６と保持溝３２
のこうした嵌合により、仮のアバットメントキャップ８０が仮のアバットメント１０に取
り外し可能に結合される。こうした取り外し可能なスナップ嵌め式係合は、仮のアバット
メントキャップ８０を設置する臨床医に、仮のアバットメントキャップ８０の底端部８８
（図４Ａ）が仮のアバットメント１０のフランジ５０（図１Ａ）上に適切に着座されたこ
との機械的かつ／または可聴のフィードバックを提供することが企図される。
【００３０】
　[0053]次に図５Ａおよび５Ｂを参照すると、アバットメントアセンブリ８５は、仮のア
バットメントキャップ８０とスナップ式係合で係合した仮のアバットメント１０とを含む
。図５Ａで示したように、仮のアバットメントキャップ８０は仮のアバットメント１０に
設置されて、仮のアバットメントキャップ８０の底端部８８（図４Ａ）が仮のアバットメ
ント１０のフランジ５０（図１Ａおよび１Ｂ）に隣接し、かつ／または接触し、仮のアバ
ットメントキャップ８０の雄周方向の突起８６（図４Ａおよび４Ｂ）が仮のアバットメン
ト１０の保持溝３２（図１Ａおよび１Ｂ）と係合するようになされる。図５Ｂで示したよ
うに、仮のアバットメント１０の回転防止構造部３４は、回転防止構造部８４に隣接する
ように位置付けられる。
【００３１】
　[0054]図６Ａおよび６Ｂを参照すると、仮の補綴物アセンブリまたは補綴物アセンブリ
１００と歯科インプラント１２０との分解図（図６Ａ）および組立てた図（図６Ｂ）が示
されている。補綴物アセンブリ１００は、仮のアバットメント１０、および仮の補綴物９
０（たとえば仮歯）に結合された仮のアバットメントキャップ８０を含む。インプラント
１２０が、患者の顎骨（図示せず）内に設置され、次いで仮のアバットメント１０がイン
プラント１２０に回転防止形状部２２およびねじ７０によって非回転状態に取り付けられ
る。仮のアバットメント１０はインプラント１２０に取り付けられて、仮のアバットメン
ト１０のフランジ５０の底部が歯科インプラント１２０のテーブルまたは着座面１２３に
隣接し、かつ／またはその上で担持されるようになされる。仮のアバットメントキャップ
８０は仮のアバットメント１０上にスナップ嵌めされ、次いで仮の補綴物９０が仮のアバ
ットメントキャップ８０に結合される。
【００３２】
　[0055]仮のアバットメントキャップ８０の外面８１は、仮の補綴物９０に嵌合し、かつ
／または接着されるように構成される。仮の補綴物９０は仮のアバットメントキャップ８
０に、セメント（たとえば、歯科用セメント）、接着剤、結合剤、圧入係合、スナップあ
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るいはクリック式係合、ねじ、もしくはボルト、またはその組み合わせを使用して結合さ
れることが企図される。さらに、仮の補綴物９０は仮のアバットメントキャップ８０に取
り外し可能に、または永久的に結合されて、仮の補綴物９０と仮のアバットメントキャッ
プ８０を仮のアバットメント１０から別々に、または一体的に取り外すことができること
が企図される。仮の補綴物９０および仮のアバットメントキャップ８０の除去によって、
情報マーカ６４を含む仮のアバットメント１０の上面が露出される。情報マーカ６４を直
接、または間接的に（たとえば、印象、および／またはストーン／石膏モデルから）走査
して、走査データを生成することができ、この走査データが、少なくともインプラント１
２０の位置および方向の決定に使用され、本明細書で説明するように、永久的な患者固有
のアバットメントおよび／または補綴物を作製する際に使用される。
【００３３】
　[0056]仮の補綴物９０の外面、および／またはフランジ５０の外面５５は、（たとえば
、非円形状の）自然歯によって形成される歯肉のエマージェンスプロファイルの再現に適
するように構成される。したがって、仮の補綴物９０が設置された後、患者の歯肉が仮の
補綴物９０および／または仮のアバットメント１０の周囲で治癒可能になる。こうした補
綴物アセンブリ１００では、自然歯の周囲のプロファイル、および／または臨床医が所与
のインプラント設置部位に最も適切である決定するプロファイル（たとえば、卵形）に近
似する歯肉のエマージェンスプロファイルが得られる。換言すれば、補綴物アセンブリ１
００は、歯肉治癒アバットメントとしても働く。これは有利である。なぜなら、患者の口
が治癒される機会が得られ、永久的な患者固有のアバットメントおよび補綴物を作製する
ための処置（たとえば、口腔内の直接走査、印象の走査、または印象から形成されたモデ
ルの走査）を受ける準備ができた後に、仮の補綴物９０および仮のアバットメントキャッ
プ８０が除去されて、仮のアバットメント１０、および結果として得られる隣接する歯肉
のエマージェンスプロファイルが明らかになるからである。結果として得られるエマージ
ェンスプロファイルは自然歯のプロファイルに近似するため、永久的な患者固有のアバッ
トメントおよび補綴物を走査データから、かつ／または仮のアバットメント１０に関連す
る周知のデータ（たとえば、仮のアバットメント１０のフランジ５０の外面５５の周知の
外形）から正確に作製することができる。たとえば、永久的な患者固有のアバットメント
および補綴物を作製し、下にあるインプラント１２０に取り付けて、永久的な患者固有の
アバットメントおよび補綴物（図示せず）が非常に美的であり、補綴物アセンブリ１００
によって形成されたインプラント１２０に隣接する歯肉のエマージェンスプロファイル内
にぴったり嵌まるようにすることができる。
【００３４】
　[0057]永久的な患者固有のアバットメントおよび補綴物（図示せず）を作製するには、
仮のアバットメントキャップ８０および取り付けられた仮の補綴物９０が除去された後、
仮のアバットメント１０を含む患者の口の歯の部位が、ストーンモデル（たとえば、患者
の歯の状態のレプリカ）から、仮のアバットメント１０を含む患者の歯の状態の印象の印
象材から、または患者の口内で直接、走査される。レーザ走査技法、写真走査技法、また
は機械的感知技法を使用して、走査を行うことができる。任意の上記の技法を使用する、
患者の口の直接の、患者の口の印象の、および患者の口のモデルの走査の方法が、前に全
体が参照により本明細書に組み込まれた米国特許第７，９８８，４４９号にさらに詳細に
記載されている。
【００３５】
　[0058]走査工程から得られた走査データまたは情報が、次いで、グラフィカル・イメー
ジング・プログラムに転送されて、分析される。グラフィカル・イメージング・ソフトウ
エア・プログラムは、仮のアバットメント１０の上面６０上の情報マーカ６４により、多
様な機能を行う助けをすることができる。たとえば、グラフィカル・イメージング・プロ
グラムで、対向するキャストを走査して、対向咬合方式を作成し、この情報を最初のモデ
ルに関連付けることができる。この特徴は非常に重要である。なぜなら、多くの臨床の患
者は上顎部位と下顎部位の両方にインプラントを有するからである。それぞれ仮のアバッ



(12) JP 5834136 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

トメント１０および下にあるインプラント１２０の特徴が、情報マーカ６４の存在／不在
、および仮のアバットメント１０の上面６０上の情報マーカ６４の方向／位置に基づいて
分析され、決定される。上記のように、補綴物アセンブリ１００によってもたらされた歯
肉組織のエマージェンス外形またはプロファイルも走査で受信される。
【００３６】
　[0059]グラフィカル・イメージング・コンピュータ・プログラムによって決定された最
終寸法情報がコンピュータから切削機械（たとえば、５軸切削機械）に転送されて、永久
的な患者固有のアバットメント、および／または永久補綴物が作製される。永久的な患者
固有のアバットメント、および／または永久補綴物を、金、チタン、プラスチック、セラ
ミック、または他の同様の金属、あるいは複合体から作ることができることが企図される
。
【００３７】
　[0060]別法として、かつ／または追加として、歯肉の外形のレプリカを含む、患者の口
の１つまたは複数のラピドプロトタイプモデル（rapid prototype model）を寸法情報お
よび／または元の走査情報／データに基づいて作製することができる。１つまたは複数の
ラピドプロトタイプモデルを臨床医が使用して、たとえば、永久補綴物を作製することが
できる。全般的なラピドプロトタイプモデルおよびラピドプロトタイピングに関するさら
なる詳細が、全体が参照により本明細書に組み込まれる米国特許第８，１８５，２２４号
に見られる。
【００３８】
　[0061]図７Ａ～７Ｂは、代替アバットメントアセンブリ２００を示している。図７Ａは
、仮のアバットメント１０および仮のアバットメントキャップ２８０を含むアバットメン
トアセンブリ２００を示す分解図である。仮のアバットメントキャップ２８０は、仮のア
バットメント１０上に設置されて、（１）仮のアバットメントキャップ２８０の底端部２
８８が仮のアバットメント１０のフランジ５０の頂部に隣接かつ／または接触し、（２）
仮のアバットメントキャップ２８０の雄周方向の突起２８６が仮のアバットメント１０の
保持溝３２とスナップ嵌め式係合で係合するように構成される。
【００３９】
　[0062]仮のアバットメントキャップ２８０は、仮のアバットメントキャップ２８０が、
臨床医によって、仮のアバットメント１０に取り付けられる場合に解剖学的に形付けられ
た歯のサイズ、形状、位置、および全般的な外観に近似するように切削され、または削ら
れ、あるいは他の方法で修正されるように構成された追加の材料２８２を含むこと以外は
、本明細書に記載し、図４Ａおよび４Ｂで示した仮のアバットメントキャップ８０と同様
である。たとえば、図７Ｂで示したように、仮のアバットメントキャップ２８０の追加の
材料２８２は、患者の口内の（図７Ｂで示していない）歯科インプラント１２０上に設置
された仮のアバットメント１０に取り付けられた場合に解剖学的に形付けられた歯のよう
に見えるように修正される。図７Ａおよび７Ｂの実施形態は、図４Ａおよび４Ｂとは異な
り、材料（たとえば、仮の補綴物９０）が仮のアバットメントキャップ８０に加えられて
、歯肉組織のエマージェンスプロファイルが形成される。
【００４０】
　[0063]別法として、追加の材料２８２を修正して、上述し、図６Ａおよび６Ｂで示した
ように、仮の補綴物９０が仮のアバットメントキャップ８０に結合される方法と同様に、
仮のアバットメントキャップ２８０の修正部分が仮の補綴物または歯冠（図示せず）に結
合されるように構成することができる。
【００４１】
　[0064]本態様の一部の追加の代替実装形態によれば、臨床医が仮のアバットメントキャ
ップ２８０の追加の材料２８２を修正する代わりに、仮のアバットメントキャップが、患
者の口内の歯科インプラント１２０上に設置された仮のアバットメント１０に取り付けら
れた場合に、解剖学的に形付けられた歯のサイズおよび形状に近似する外面を含むような
形状およびサイズを仮のアバットメントキャップに与えることができる。すなわち、仮の
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アバットメントキャップを、仮のアバットメントキャップ８０が本明細書に記載した仮の
アバットメント１０に取り付けられるのと同様の方法で仮のアバットメント１０に取り付
けられるように構成された事前形成の解剖学的に形付けられた歯（たとえば、歯の補綴物
）を含む外面を有するように形成することができることが企図される。
【００４２】
　[0065]さらに、たとえば臨床医によって使用されるように、それぞれ仮のアバットメン
トキャップが解剖学的に形付けられた歯（図示せず）を有する外面を含む、仮のアバット
メントキャップのキットまたはパッケージを提供し、かつ／または共に包装することがで
きることが企図される。こうした代替形態では、本明細書に記載したように、仮のアバッ
トメント１０に取り付けることができ、さらに修正し、または追加の構成要素を取り付け
ることなく、仮の補綴物として直接使用することができる様々な解剖学的に形付けられた
歯を含む様々な仮のアバットメントキャップが臨床医に提供される。それぞれこうした代
替形態では、仮のアバットメント１０は走査になお有用である。
【００４３】
　[0066]開示した概念の一部の実装形態では、保持溝３２および雄周方向形状部８６を、
仮のアバットメント１０、１０’と仮のアバットメントキャップ８０の固定した回転方向
を提供するように形成することができる。たとえば、１つまたは複数の保持溝３２は、（
雄周方向形状部８６の他のものと比較すると）対応する独自の長さおよび／またはサイズ
を有する雄周方向形状部８６の対応する１つと嵌合するように設計された（保持溝３２の
他のものと比較すると）独自の長さおよび／またはサイズを有して、仮のアバットメント
キャップ８０が仮のアバットメント１０、１０’に（たとえば、スナップ嵌め連結によっ
て）一回転方向にだけ取り付けることができるようにすることができる。
【００４４】
　[0067]図８Ａから８Ｆを参照すると、代替補綴物アセンブリ４００および歯科インプラ
ント１２０の構成要素の様々な図が示されている。図８Ａで示したように、補綴物アセン
ブリ４００は、仮のアバットメント４１０、仮のアバットメントキャップ４８０、ねじ４
７０、および仮の補綴物４９０を含み、それぞれ前に記載した補綴物アセンブリの対応す
る構成要素と同様または同じである。図８Ａから８Ｆでは、それぞれ構成要素および特徴
が、４００シリーズの参照数字で識別され、これらの４００シリーズの参照数字は、様々
な構成要素の同様の特徴、および前に記載した補綴物アセンブリの様々な構成要素の特徴
に対応する。たとえば、参照数字４３４は回転防止構造部４３４（図８Ｂ）の記載に使用
され、回転防止構造部３４（図１Ａ）と同じ、または同様である。さらに、参照数字４４
０、４６０、４７２、４７４、および４８１は、それぞれ参照数字４０、６０、７２、７
４、および８１を有する前に記載した特徴と同じ、または同様の特徴を示すために図で使
用される。
【００４５】
　[0068]図８Ｂを参照すると、仮のアバットメント４１０は、全般的に、仮のアバットメ
ント４１０に最も類似している、仮のアバットメント１０と同じ特徴を全て含むが、仮の
アバットメント４１０は異なる全体形状および／またはサイズを有する。具体的には、仮
のアバットメント４１０は、仮のアバットメント１０の保持溝３２（図１Ａ）を含む代わ
りに、仮のアバットメント４１０の歯肉上領域４３０全体に外接する連続した保持溝４３
２を含む。さらに、連続した保持溝４３２（図８Ｂ）は、仮のアバットメント１０の保持
溝３２の位置付けと比較すると、仮のアバットメント４１０の回転防止構造部４３４の完
全に下に位置付けられ、保持溝３２は、仮のアバットメント１０の回転防止構造部３４の
中心領域に隣接するように位置付けられる（たとえば、保持溝３２は仮のアバットメント
１０上の比較的高い位置にある）。仮のアバットメント４１０の歯肉上領域４３０上の連
続保持溝４３２の配置に関係なく、連続保持溝４３２（図８Ｂ）は、連続保持溝４３２が
仮のアバットメントキャップ４８０（図８Ｄ）の１つまたは複数の突起４８６と（図８Ｆ
で示したように）スナップ嵌め式に係合して嵌合するように構成される点で、保持溝３２
（図１Ａ）と同じ、または同様の方法で機能する。
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【００４６】
　[0069]仮のアバットメント４１０のフランジ４５０の外面４５５（たとえば、歯肉下領
域４２０と歯肉上領域４３０を分ける４１０の部分）も、仮のアバットメント１０のフラ
ンジ５０の外面５５と異なり、図６Ｂと図８Ｆの比較によって最も良く分かる。具体的に
は、仮のアバットメント４１０のフランジ４５０の外面４５５は、治癒過程中に患者の歯
肉組織と係合し、その形成を助けるように、異なって形付けられた外形を有する。フラン
ジ４５０の外面４５５の様々な他の外形を患者の口内に存在する特別の状態に応じて使用
することができる。
【００４７】
　[0070]仮のアバットメント４１０（図８Ｂ）と仮のアバットメント１０（図１Ａ）のさ
らなる相違は、仮のアバットメント１０の２つの情報マーカ位置６２および１つの情報マ
ーカ６４と比較すると、仮のアバットメント４１０が、３つの情報マーカ位置４６２およ
び２つの情報マーカ４６４を含むことである。追加の情報マーカ位置４６２は、たとえば
、追加の可能な２進の組み合わせを提供する（たとえば、３つの２進情報マーカは８つの
異なる構成を識別する能力を提供する）ことによって、仮のアバットメント４１０および
／または下にある歯科インプラント１２０についての追加の情報を提供する助けをするこ
とができる。
【００４８】
　[0071]図８Ｃを参照すると、ねじ４７０は、全般的に、ねじ７０と同じ特徴を全て含む
が、ねじ４７０の頭部分４７６の上部が修正される。具体的には、頭部分４７６は、ねじ
４７０をインプラント１２０のねじ付き孔内にねじ込み式に係合させるためのレンチ（図
示せず）を受けるソケット４７９（図８Ａ，８Ｅ、および８Ｆを参照）を含む他に、頭部
分４７６はリップ４７７および１つまたは複数の切欠き４７８を含む。
【００４９】
　[0072]リップ４７７は、頭部分４７６の他の部分の外径よりも大きい外径を有して、図
８Ｆで最も良く示されているように、仮のアバットメントキャップ４８０が仮のアバット
メント４１０と係合した（たとえば、スナップ嵌めされた）場合に、リップ４７７が仮の
アバットメントキャップ４８０と係合するようになされる。こうしたリップ４７７と仮の
アバットメントキャップ４８０との係合によって、組み合わせた構成の補綴物アセンブリ
４００（図８Ｆ）にさらなる剛性が与えられる。別法として、ねじ４７０を、頭部分４７
６が仮のアバットメントキャップ４８０と係合しない（図６Ｂを参照）サイズにし、また
はそのように形付けることもできる。
【００５０】
　[0073]頭部分４７６内の１つまたは複数の切欠き４７８は、本明細書に記載した情報マ
ーカ位置６２、４６２、および情報マーカ６４、４６４と同じ、または同様の方法で、情
報マーカ位置、および／または情報マーカとして働くことができる。具体的には、切欠き
４７８は、たとえば、下にあるインプラントの連結タイプ、補綴物アセンブリのタイプ、
下にあるインプラントの製造者、仮のアバットメント４１０および／または下にあるイン
プラント１２０の高さ、幅、ピッチ、ヨー、またはその組み合わせなど、補綴物アセンブ
リ４００および／または歯科インプラント１２０の１つまたは複数の態様に関する情報を
示すことができる。
【００５１】
　[0074]図８Ｄを参照すると、仮のアバットメントキャップ４８０は、全般的に、仮のア
バットメントキャップ４８０に最も類似している仮のアバットメントキャップ８０と同じ
特徴を全て含むが、仮のアバットメントキャップ４８０は、仮のアバットメント４１０に
対応する異なる全体形状および／またはサイズを有する。具体的には、仮のアバットメン
トキャップ４８０は、（図４Ａの仮のアバットメントキャップ８０の突起８６と同様の）
１つまたは複数の突起４８６を含み、突起４８６（図８Ｄ）は、複数の切欠き４８７によ
って突起４８６に分離された仮のアバットメントキャップ４８０の内面４８２に外接する
連続した突起によって形成される。切欠き４８７は、図８Ｆで示したように、スナップ嵌
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め式係合で係合した場合に、突起４８６が連続している（たとえば、切欠き４８７によっ
て分離されない）場合よりも比較的小さい力で、仮のアバットメントキャップ４８０を仮
のアバットメント４１０から取り外すことができるようにする。別法として、仮のアバッ
トメントキャップ４８０の（たとえば、切欠き４８７のない）突起４８６（図８Ｄ）を仮
のアバットメントキャップ８０の突起８６（図４Ａ）と同じ、または同様の方法で形成す
ることができる。
【００５２】
　[0075]さらに、突起４８６（図８Ｄ）は、仮のアバットメントキャップ８０の回転防止
構造部８４の中心領域に隣接するように位置付けられた仮のアバットメントキャップ８０
の突起８６（図４Ａ）（たとえば、仮のアバットメントキャップ８０の突起８６は比較的
高い位置にある）と比較すると、仮のアバットメントキャップ４８０の回転防止構造部４
８４の完全に下に位置付けられる。突起４８６（図８Ｄ）の位置付けにより、（たとえば
、下端を下方に押すことによって）仮のアバットメントキャップ４８６と仮のアバットメ
ント４１０との下端または先端（たとえば、底端部４８８）の間のシールを行う助けをす
ることができる。仮のアバットメントキャップ４８０の内面４８２上の突起４８６の配置
に関係なく、突起４８６（図８Ｄ）は、（図８Ｆで最も良く示されているように）突起４
８６（図８Ｄ）が仮のアバットメント４１０（図８Ｂ）の連続保持溝４３２とスナップ嵌
め式に係合して嵌合するように構成される点で、突起８６（図４Ａ）と同じ、または同様
の方法で機能する。
【００５３】
　[0076]仮のアバットメントキャップ４８０（図８Ｄ）と仮のアバットメントキャップ８
０（図４Ａ）とのさらなる相違は、仮のアバットメントキャップ４８０は仮のアバットメ
ントキャップ４８０の頂部にアパーチャ４８３を含んで、仮のアバットメントキャップ４
８０が仮のアバットメント４１０上に設置された（たとえば、スナップ嵌めされた）後に
設置すべきねじ４７０がアクセスできるようにすることである。図８Ｃのねじ４７０を参
照して上述したように、アパーチャ４８３の壁は、ねじ４７０のリップ４７７と係合して
、補綴物アセンブリ４００のさらなる剛性を与えることができる。
【００５４】
　[0077]図８Ｅおよび８Ｆを参照すると、補綴物アセンブリ４００および歯科インプラン
ト１２０の断面分解図（図８Ｅ）および断面組立図（図８Ｆ）が示されており、補綴物ア
センブリ４００の様々な構成要素が組み立てられ、歯科インプラント１２０に取り付けら
れる方法が示されている。歯科インプラント１２０が、患者の顎骨（図示せず）内に設置
され、次いで、仮のアバットメント４１０がインプラント１２０に回転防止形状部４２２
（図８Ｂ）およびねじ４７０によって非回転状態に取り付けられる。仮のアバットメント
キャップ４８０は、仮のアバットメント４１０上に非回転状態にスナップ嵌めされて、仮
のアバットメント４１０の回転防止構造部４３４（図８Ｂ）が仮のアバットメントキャッ
プ４８０の回転防止構造部４８４（図８Ｄ）と係合するようになされる。仮の補綴物４９
０は、仮のアバットメントキャップ８０に結合される仮の補綴物９０（図６Ａおよび６Ｂ
）を参照して本明細書に記載したのと同じ、または同様の方法で仮のアバットメントキャ
ップ４８０に結合される。別法として、仮のアバットメントキャップ４８０はアパーチャ
４８３（図８Ｄ）を含むため、ねじ４７０を設置する前に、仮のアバットメントキャップ
４８０を仮のアバットメント４１０上にスナップ嵌めすることができる。次いでねじ４７
０をアパーチャ４８３を通して設置することができ、その後、仮の補綴物４９０が仮のア
バットメントキャップ４８０に結合される。
【００５５】
　[0078]図９Ａから９Ｅを参照すると、代替補綴物アセンブリ５００および歯科インプラ
ント１２０の構成要素の様々な図が示されている。図９Ａで示したように、補綴物アセン
ブリ５００は、それぞれ前に記載した補綴物アセンブリの対応する構成要素と同様、また
は同じである、仮のアバットメント５１０、仮のアバットメントキャップ５８０、ねじ５
７０、および仮の補綴物５９０を含む。図９Ａから９Ｅでは、それぞれ構成要素および特
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徴が５００シリーズの参照数字で識別され、こうした５００シリーズの参照数字は、様々
な構成要素の同様の特徴および前に記載した補綴物アセンブリの特徴に対応する。たとえ
ば、参照数字５３４は、回転防止構造部５３４（図９Ｂ）の記載に使用され、回転防止構
造部３４（図１Ａ）および回転防止構造部４３４（図８Ｂ）と同じ、または同様である。
さらに、参照数字５２０、５４０、５５５、５６０、５８１、および５８７は、それぞれ
参照数字２０、４０、５５、６０、８１、および４８７を有する前に記載した特徴と同じ
、または同様の特徴を示すために図で使用される。
【００５６】
　[0079]図９Ｂを参照すると、仮のアバットメント５１０は、全般的に、仮のアバットメ
ント１０および４１０と同じ特徴を全て含むが、仮のアバットメント５１０と仮のアバッ
トメント５１０に最も類似している仮のアバットメント４１０との間には幾つかの相違が
ある。具体的には、仮のアバットメント５１０は、（図８Ｅと９Ｄの比較によって最も良
く示される）仮のアバットメント４１０の連続保持溝４３２の位置付けと比較すると、フ
ランジ５５０の直接上方に位置付けられた連続保持溝５３２（図９Ｂ）を含む。仮のアバ
ットメント５１０の歯肉上領域５３０上の連続保持溝５３２の配置に関係なく、連続保持
溝５３２（図９Ｂ）は、連続保持溝５３２が仮のアバットメントキャップ５８０の１つま
たは複数の突起５８６（図９Ｃ）と（図９Ｅで示したように）スナップ嵌め式に係合して
嵌合するように構成される点で、連続保持溝４３２（図８Ｂ）と同じ、または同様の方法
で機能する。
【００５７】
　[0080]仮のアバットメント５１０の回転防止構造部５３４は、回転防止構造部３４、３
４４の単一の平坦な表面（図１Ａおよび８Ｂを参照）と比較すると、６面の六角形のボス
である。様々の他の回転防止構造部（たとえば、３面の多角形ボス、４面の多角形ボス、
クローバ形ボスなど）を使用して、仮のアバットメント５１０と仮のアバットメントキャ
ップ５８０との相対回転を防止することができる。
【００５８】
　[0081]仮のアバットメント５１０（図９Ｂ）と仮のアバットメント４１０（図８Ｂ）と
のさらなる相違は、仮のアバットメント４１０の３つの情報マーカ位置４６２および２つ
の情報マーカ４６４と比較すると、仮のアバットメント５１０が、２つの情報マーカ位置
５６２および１つの情報マーカ５６４を含むことである。さらに、仮のアバットメント５
１０の情報マーカ位置５６２は、長方形の表面および三角形の表面の形状である。異なる
形状の情報マーカ位置５６２自体が、仮のアバットメント５１０および／または下にある
歯科インプラント１２０についての情報を提供する助けをすることができる。たとえば、
単独の三角形の情報マーカ位置５６２は、特定の製造者を示すことができ、他の例では、
仮のアバットメントキャップ上の長方形と三角形の両方の情報マーカ位置５６２は異なる
製造者を示すことができる。
【００５９】
　[0082]図９Ｃを参照すると、仮のアバットメントキャップ５８０は、全般的に、幾つか
の相違を除いて、仮のアバットメントキャップ８０および４８０と同じ特徴を全て含む。
仮のアバットメントキャップ５８０の１つまたは複数の突起５８６は、（図８Ｆと図９Ｅ
の比較によって最も良く示されるように）仮のアバットメントキャップ４８０の突起４８
６の位置付けと比較すると、比較的低く位置付けられる。仮のアバットメントキャップ５
８０の内面５８２上の突起５８６の配置に関係なく、突起５８６（図９Ｃ）は、（図９Ｅ
で最も良く示されているように）突起５８６（図９Ｃ）が仮のアバットメント５１０の連
続保持溝５３２とスナップ嵌め式に係合して嵌合するように構成される点で、突起８６（
図４Ａ）と同じ、または同様の方法で機能する。
【００６０】
　[0083]仮のアバットメントキャップ５８０（図９Ｃ）と仮のアバットメントキャップ４
８０（図８Ｄ）のさらなる相違は、仮のアバットメントキャップ５８０が、仮のアバット
メントキャップ４８０（図８Ｄ）の回転防止構造部４８４の単一の平坦な表面と比較する
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と、６面の六角形のソケット（図９Ｃ）である回転防止構造部５８４を含むことである。
回転防止構造部５８４は、回転防止構造部５３４と一致して、仮のアバットメント５１０
と仮のアバットメントキャップ５８０の相対回転を防止する任意の多様な構造でもよい。
【００６１】
　[0084]図９Ｄおよび９Ｅを参照すると、補綴物アセンブリ５００および歯科インプラン
ト１２０の断面分解図（図９Ｄ）および断面組立図（図９Ｅ）が示されており、補綴物ア
センブリ５００の様々な構成要素が組み立てられ、歯科インプラント１２０に取り付けら
れる方法が示されている。歯科インプラント１２０が患者の顎骨（図示せず）内に設置さ
れ、次いで仮のアバットメント５１０がインプラント１２０に回転防止形状部５２２（図
９Ｂ）およびねじ５７０によって非回転状態に取り付けられる。仮のアバットメントキャ
ップ５８０は、仮のアバットメント５１０上に非回転状態にスナップ嵌めされて、仮のア
バットメント５１０の回転防止構造部５３４（図９Ｂ）が仮のアバットメントキャップ５
８０の回転防止構造部５８４（図９Ｃ）と係合するようになされる。仮の補綴物５９０は
、仮のアバットメントキャップ８０に結合される仮の補綴物９０（図６Ａおよび６Ｂ）を
参照して本明細書に記載したのと同じ、または同様の方法で、仮のアバットメントキャッ
プ５８０に結合される。別法として、仮のアバットメントキャップ５８０はアパーチャ５
８３（図９Ｃ）を含むため、ねじ５７０を設置する前に、仮のアバットメントキャップ５
８０を仮のアバットメント５１０上にスナップ嵌めすることができる。次いで、ねじ５７
０をアパーチャ５８３を通して設置することができ、その後、仮の補綴物５９０が仮のア
バットメントキャップ５８０に結合される。
【００６２】
　[0085]図１０Ａから１０Ｅを参照すると、代替補綴物アセンブリ６００および歯科イン
プラント１２０の様々な構成要素が示されている。図１０Ａで示したように、補綴物アセ
ンブリ６００は、それぞれ前に記載した補綴物アセンブリの対応する構成要素と同様、ま
たは同じである、仮のアバットメント６１０、仮のアバットメントキャップ６８０、およ
びねじ６７０を含む。図１０Ａから１０Ｅでは、それぞれ構成要素および特徴が６００シ
リーズの参照数字で識別され、こうした６００シリーズの参照数字は、様々な構成要素の
同様の特徴および前に記載した補綴物アセンブリの特徴に対応する。たとえば、参照数字
６３４は、回転防止構造部６３４（図１０Ｂ）の記載に使用され、回転防止構造部３４（
図１Ａ）と同じ、または同様である。
【００６３】
　[0086]図１０Ｂを参照すると、仮のアバットメント６１０は、全般的に、仮のアバット
メント１０、４１０、５１０と同じ特徴をほとんど含むが、仮のアバットメント６１０と
仮のアバットメント６１０に最も類似している仮のアバットメント５１０との間には幾つ
かの相違がある。具体的には、仮のアバットメント６１０のフランジ６５０の外面６５５
（たとえば、歯肉下領域６２０と歯肉上領域６３０の間の仮のアバットメント６１０の部
分）は、前の実施形態と比較すると比較的短い。治癒中の患者の歯肉の外形の成形が主に
仮のアバットメントキャップ６８０の下方部分の外面形状に基づくため、比較的長い外形
を有する外面６５５を持つ比較的長いフランジが仮のアバットメント６１０によって設け
られない。その外形を図１０Ｅで最も良く見ることができる。仮のアバットメントキャッ
プ６８０の下方部分の様々な他の外形を患者の口内の特別の状態によって使用することが
できる。
【００６４】
　[0087]仮のアバットメントキャップ６８０が仮のアバットメント６１０とスナップ嵌め
係合で係合しないため、仮のアバットメント６１０には、仮のアバットメント５１０の連
続保持溝５３２がない。むしろ、図１０Ｅで最も良く示されているように、仮のアバット
メントキャップ６８０はインプラント１２０および仮のアバットメント６１０にねじ６７
０によって結合される。
【００６５】
　[0088]仮のアバットメント６１０（図１０Ｂ）と仮のアバットメント５１０（図９Ｂ）
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とのさらなる相違は、仮のアバットメント５１０の２つの情報マーカ位置５６２および１
つの情報マーカ５６４と比較すると、仮のアバットメント６１０が、２つの情報マーカ６
６４をその上に有する１つの情報マーカ位置６６２を含むことである。単一の情報マーカ
位置６６２上の複数の情報マーカ６６４は、結果として少ない情報マーカ位置６６２しか
必要とせず、仮のアバットメント６１０のサイズによって、たとえば、仮のアバットメン
ト６１０の内側孔６４０により、仮のアバットメント６１０の上面６６０上の利用可能な
部分（real estate）が最小であるため、有益であり得る。
【００６６】
　[0089]図１０Ｃを参照すると、単一片の仮のアバットメントキャップ８０、２８０、４
８０、および５８０と違い、仮のアバットメントキャップ６８０は２片のカスタマイズ可
能な部分６８０ａおよび剛体部分６８０ｂを含む（図１０Ａおよび１０Ｄで分離された場
合に最も良く分かる）。カスタマイズ可能な部分６８０ａは、図７Ａおよび７Ｂを参照し
て上述したように、仮のアバットメントキャップ２８０の追加の材料２８２と同様である
。すなわち、カスタマイズ可能な部分６８０ａは、特定の患者用の注文の形状に彫刻し、
かつ／または解剖学的歯の形状を有するように予備成形することができる。剛体部分６８
０ｂは、全般的に、たとえばチタンなど金属から作製され、回転防止構造部６８４および
内側孔６４１を含む。別法として、剛体部分６８０ｂを剛性プラスチックから作製するこ
ともできる。カスタマイズ可能な部分６８０ａは、剛体部分６８０ｂに永久的に取り付け
られる。しかし、代替実装形態では、カスタマイズ可能な部分６８０ａのキットを１つま
たは複数の剛体部分６８０ｂと共に包装して、臨床医がカスタマイズ可能な部分６８０ａ
の１つを選択し、選択したものを選択した剛体部分６８０ｂに永久的に取り付け、仮のア
バットメント６１０に取り付けるようにすることができる。
【００６７】
　[0090]仮のアバットメントキャップ６８０は、仮のアバットメント６１０にスナップ嵌
め式に係合されない。むしろ、図１０Ｅで最も良く示されているように、仮のアバットメ
ントキャップ６８０はインプラント１２０および仮のアバットメント６１０にねじ６７０
によって結合される。
【００６８】
　[0091]仮のアバットメントキャップ６８０は、仮のアバットメントキャップ８０の回転
防止構造部８４の単一の平坦な表面（図４Ａ）と比較すると、６面の六角形のソケット（
図１０Ｃ）である回転防止構造部６８４を含む。しかし、回転防止構造部６８４は、回転
防止構造部６３４と一致して、仮のアバットメント６１０と仮のアバットメントキャップ
６８０の相対回転を防止する任意の多様な構造でもよい。
【００６９】
　[0092]仮のアバットメントキャップ５８０（図９Ｃ）と同様に、仮のアバットメントキ
ャップ６８０は、その頂部内にアパーチャ６８３（図１０Ｅ）を含んで、仮のアバットメ
ントキャップ６８０が仮のアバットメント６１０上に設置された（たとえば、非回転状態
に取り付けられた）後に、設置すべきねじ６７０がアクセスできるようにする。図１０Ｅ
で最も良く示されているように、ねじ６７０のリップ６７７は仮のアバットメントキャッ
プ６８０の内側孔６４１の内側肩部６４２と係合して、補綴物アセンブリ６００をインプ
ラント１２０上で保持する。ねじ６７０の設置後、カスタマイズ可能な部分６８０ａと同
様の材料（たとえば、プラスチック、アクリルなど）の栓（図示せず）をアパーチャ６８
３を通してねじ６７０のリップ６７７の上部に内側孔６４１内に挿入して、アパーチャ６
８３をシールすることができる。
【００７０】
　[0093]図１０Ｄおよび１０Ｅを参照すると、補綴物アセンブリ６００および歯科インプ
ラント１２０の断面分解図（図１０Ｄ）および断面組立図（図１０Ｅ）が示されており、
補綴物アセンブリ６００の様々な構成要素が組み立てられ、歯科インプラント１２０に取
り付けられる方法が示されている。歯科インプラント１２０が、患者の顎骨（図示せず）
内に設置され、次いで、仮のアバットメント６１０がインプラント１２０に回転防止形状
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部６２２（図１０Ｂ）によって非回転状態に取り付けられる。２片の仮のアバットメント
キャップ６８０が仮のアバットメント６１０に非回転状態に結合されて、仮のアバットメ
ント６１０の回転防止構造部６３４（図１０Ｂ）が仮のアバットメントキャップ６８０の
回転防止構造部６８４（図１０Ｃ）と係合する。次いで、ねじ６７０がアパーチャ６８３
を通して設置されて、補綴物アセンブリ６００がインプラント１２０上で保持される。
【００７１】
　[0094]図１１Ａから１１Ｅを参照すると、代替補綴物アセンブリ７００および歯科イン
プラント１２０の構成要素の様々な図が示されている。図１１Ａで示したように、補綴物
アセンブリ７００は、それぞれ前に記載した補綴物アセンブリの対応する構成要素と同様
、または同じである、仮のアバットメント７１０、ねじ７７０、仮のアバットメントキャ
ップ７８０、および仮の補綴物７９０を含む。図１１Ａから１１Ｅでは、それぞれ構成要
素および特徴が７００シリーズの参照数字で識別され、こうした７００シリーズの参照数
字は、様々な構成要素の同様の特徴および前に記載した補綴物アセンブリの特徴に対応す
る。たとえば、参照数字７３４は、回転防止構造部７３４（図１１Ｂ）の記載に使用され
、回転防止構造部３４（図１Ａ）および回転防止構造部５３４（図９Ｂ）と同じ、または
同様である。さらに、参照数字７２０、７３０、７４０、７５０、７５５、７６０、７８
１、７８２、７８７、および７８８は、それぞれ参照数字２０、３０、４０、５０、５５
、６０、８１、８２、４８７および８８を有する前に記載した特徴と同じ、または同様で
ある特徴を示すために図で使用される。
【００７２】
　[0095]図１１Ｂを参照すると、仮のアバットメント７１０は、全般的に、前の仮のアバ
ットメント１０、４１０、５１０、６１０と同じ特徴を全て含むが、仮のアバットメント
５１０の情報マーカ位置５６２および情報マーカ５６４がない。むしろ、補綴物アセンブ
リ７００の仮のアバットメントキャップ７８０（図１１Ｃ）が、複数の情報マーカ位置７
６２および情報マーカ７６４を含む。
【００７３】
　[0096]さらに、仮のアバットメント７１０の連続保持溝７３２（図１１Ｂ）は、（図９
Ｄと１１Ｄの比較によって最も良く示されるように）仮のアバットメント５１０の連続保
持溝５３２の位置付けと比較すると、比較的高く（たとえば、フランジ５０から比較的遠
く離れて）位置付けされる。連続保持溝７３２（図１１Ｂ）は、連続保持溝７３２が仮の
アバットメントキャップ７８０の１つまたは複数の突起７８６（図１１Ｃ）と（図１１Ｅ
で示したように）スナップ嵌め式に係合して嵌合するように構成される点で、本明細書に
前述した連続保持溝と同じ、または同様の方法で機能する。
【００７４】
　[0097]図１１Ｃを参照すると、仮のアバットメントキャップ７８０は、複数の情報マー
カ位置７６２および情報マーカ７６４を含む。情報マーカ位置７６２および／または情報
マーカ７６４によって示される情報（たとえば、下にあるインプラント１２０の位置およ
び方向）を仮のアバットメント７１０の走査と対照的に、仮のアバットメントキャップ７
８０の走査によって収集することができる。
【００７５】
　[0098]さらに、アパーチャ５８３がない仮のアバットメントキャップ８０と同様に、仮
のアバットメントキャップ７８０には、仮のアバットメントキャップ５８０のアパーチャ
５８３がない。別法として、仮のアバットメントキャップ７８０は、仮のアバットメント
キャップ５８０のアパーチャ５８３と同様のアパーチャ（図示せず）を含むこともできる
。
【００７６】
　[0099]図１１Ｄおよび１１Ｅを参照すると、補綴物アセンブリ７００および歯科インプ
ラント１２０の断面分解図（図１１Ｄ）および断面組立図（図１１Ｅ）が示されており、
補綴物アセンブリ７００の様々な構成要素が組み立てられ、歯科インプラント１２０に取
り付けられる方法が示されている。歯科インプラント１２０が患者の顎骨（図示せず）内
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に設置され、次いで、仮のアバットメント７１０がインプラント１２０に回転防止形状部
７２２（図１１Ｂ）およびねじ７７０によって非回転状態に取り付けられる。仮のアバッ
トメントキャップ７８０は、仮のアバットメント７１０上に非回転状態にスナップ嵌めさ
れて、仮のアバットメント７１０の回転防止構造部７３４（図１１Ｂ）が仮のアバットメ
ントキャップ７８０の回転防止構造部７８４（図１１Ｃ）と係合するようになされる。
【００７７】
　[00100]任意選択で、仮の補綴物７９０を仮のアバットメントキャップ７８０に、仮の
アバットメントキャップ８０に結合された仮の補綴物９０（図６Ａおよび６Ｂ）を参照し
て本明細書に記載したのと同じ、または同様の方法で結合することができる。こうした代
替実装形態では、情報マーカ位置７６２および／または情報マーカ７６４は、仮の補綴物
７９０の対応するように形付けられた内面（図示せず）と嵌合して、仮のアバットメント
キャップ７８０と仮の補綴物７９０の回転防止を行うこともできる。仮の補綴物７９０が
仮のアバットメントキャップ７８０に結合されない場合、仮のアバットメントキャップ７
８０自体が解剖学的に形付けられた歯の構造を有し、仮の補綴物として働くことができる
。
【００７８】
　[00101]図１２Ａから１２Ｅを参照すると、代替補綴物アセンブリ８００および歯科イ
ンプラント１２０の構成要素の様々な図が示されている。図１２Ａで示したように、補綴
物アセンブリ８００は、それぞれ前に記載した補綴物アセンブリの対応する構成要素と同
様、または同じである、仮のアバットメント８１０、仮のアバットメントキャップ８８０
、ねじ８７０、および仮の補綴物８９０を含む。図１２Ａから１２Ｅでは、それぞれ構成
要素および特徴が８００シリーズの参照数字で識別され、こうした８００シリーズの参照
数字は、様々な構成要素の同様の特徴および前に記載した補綴物アセンブリの特徴に対応
する。たとえば、参照数字８３４は、回転防止構造部８３４（図１２Ｂ）の記載に使用さ
れ、回転防止構造部３４（図１Ａ）および回転防止構造部５３４（図９Ｂ）と同じ、また
は同様である。さらに、参照数字８２０、８３０、８５０、８５５、８６０、８８１、お
よび８８８は、それぞれ参照数字２０、３０、５０、５５、６０、８１、および８８を有
する前に記載した特徴と同じ、または同様である特徴を示すために図で使用される。
【００７９】
　[00102]図１２Ｂを参照すると、仮のアバットメント８１０には、仮のアバットメント
７１０の連続保持溝７３２（図１１Ｂ）がなく、仮のアバットメント８１０が仮のアバッ
トメントキャップ８８０（図１２Ｃ）とスナップ嵌め式に係合して結合しないこと以外は
、仮のアバットメント８１０は、全般的に、前の実施形態の仮のアバットメントと同じ特
徴を全て含む。むしろ、仮のアバットメントキャップ８８０（図１２Ｃ）は、図１２Ｅで
最も良く示されているように、仮のアバットメント８１０（図１２Ｂ）上にねじ８７０に
よって非回転状態に保持される。したがって、仮のアバットメントキャップ８８０は、仮
のアバットメントキャップ７８０の１つまたは複数の突起７８６（図１１Ｃ）がなく、仮
のアバットメントキャップ８８０（図１２Ｃ）は仮のアバットメント８１０にスナップ嵌
め式に係合して結合しない。
【００８０】
　[00103]さらに、仮のアバットメントキャップ８８０は、仮のアバットメントキャップ
５８０のアパーチャ５８３（図９Ｃ）と同様のアパーチャ８８３を含む。アパーチャ８８
３は、ねじ８７０が仮のアバットメント８１０の内側孔８４０を通ってインプラント１２
０と嵌合するための通路を設け、それによって、図１２Ｅで最も良く示されているように
、仮のアバットメントキャップ８８０および仮のアバットメント８１０がインプラント１
２０上に非回転状態に固定される。ねじ８７０（図１２Ａ）は、ねじ７７０と比較すると
、異なる頭部を有する。ねじ８７０の頭部は、Ｏリング８７３（図１２Ｅ）と嵌合するた
めの溝を含む。Ｏリング８７３は、仮のアバットメント８１０の内側孔８４０（図１２Ｂ
）をシールする助けをする。
【００８１】
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　[00104]図１２Ｄおよび１２Ｅを参照すると、補綴物アセンブリ８００および歯科イン
プラント１２０の断面分解図（図１２Ｄ）および断面組立図（図１２Ｅ）が示されており
、補綴物アセンブリ８００の様々な構成要素が組み立てられ、歯科インプラント１２０に
取り付けられる方法が示されている。歯科インプラント１２０が、患者の顎骨（図示せず
）内に設置され、次いで、仮のアバットメント８１０がインプラント１２０に回転防止形
状部８２２（図１２Ｂ）よって非回転状態に取り付けられる。仮のアバットメントキャッ
プ８８０が仮のアバットメント８１０に非回転状態に結合されて、仮のアバットメント８
１０の回転防止構造部８３４（図１２Ｂ）が仮のアバットメントキャップ８８０の回転防
止構造部８８４（図１２Ｃ）と係合する。ねじ８７０が、仮のアバットメントキャップ８
８０のパーチャ８８３および仮のアバットメント８１０の内側孔８４０を通して挿入され
、インプラント１２０にねじ込み式に結合される。
【００８２】
　[00105]任意選択で、仮の補綴物８９０が仮のアバットメントキャップ８８０に、仮の
アバットメントキャップ８０に結合される仮の補綴物９０（図６Ａおよび６Ｂ）を参照し
て本明細書に記載したのと同じ、または同様の方法で結合される。こうした代替実装形態
では、情報マーカ位置８６２および／または情報マーカ８６４は、仮の補綴物８９０の対
応するように形付けられた内面（図示せず）と嵌合して、仮のアバットメントキャップ８
８０と仮の補綴物８９０との回転防止を行うこともできる。仮の補綴物８９０が仮のアバ
ットメントキャップ８８０に結合されない場合、仮のアバットメントキャップ８８０自体
が解剖学的に形付けられた歯の構造を有し、仮の補綴物として働くことができる。
【００８３】
　[00106]図１３Ａから１３Ｈを参照すると、代替補綴物アセンブリ９００および歯科イ
ンプラント１２０の構成要素の様々な図が示されている。図１３Ａで示したように、補綴
物アセンブリ９００は、それぞれ前に記載した補綴物アセンブリの対応する構成要素と同
様、または同じである、仮のアバットメント９１０、仮のアバットメントキャップ９８０
、ねじ９７０、および仮の補綴物９９０を含む。図１３Ａから１３Ｈでは、それぞれ構成
要素および特徴が９００シリーズの参照数字で識別され、こうした９００シリーズの参照
数字は、様々な構成要素の同様の特徴および前に記載した補綴物アセンブリの特徴に対応
する。たとえば、参照数字９３４は、回転防止構造部９３４（図１３Ｂおよび１３Ｃ）の
記載に使用され、回転防止構造部３４（図１Ａ）および回転防止構造部５３４（図９Ｂ）
と同じ、または同様である。さらに、参照数字９３２、９６０、９６２、９８２、９８６
、９８７、および９８８は、それぞれ参照数字４３２、６０、６２、８２、４８６、４８
７、および８８を有する前に記載した特徴と同じ、または同様である特徴を示すために図
で使用される。
【００８４】
　[00107]図１３Ｂおよび１３Ｃを参照すると、仮のアバットメント９１０は、仮のアバ
ットメント９１０のフランジ９５０の外面９５５（たとえば、歯肉下領域９２０と歯肉上
領域９３０を分離させる９１０の部分）が仮のアバットメントキャップ９８０の底端部９
８８（図１３Ｄおよび１３Ｅ）と嵌合するように異なって形付けられた外形を有すること
以外は、全般的に、前の実施形態の仮のアバットメントと同じ特徴を全て含む。底端部９
８８は（図９Ｅで示した仮のアバットメントキャップ５８０の底端部５８８がフランジ５
０の上部上で担持されるように）フランジ９５０の実質的に平坦な上部上で担持されるの
ではなく、底端部９８８はフランジ９５０と隣接し、治癒過程中に患者の歯肉組織の形成
を助ける外形の一部を形成する（図１３Ｇで最も良く示されている）。底端部９８８およ
びフランジ９５０の外面の様々な他の外形を、患者の口内の特別の状態に応じて使用する
ことができる。
【００８５】
　[00108]仮のアバットメント９１０は、ねじ９７０とねじ込み式に係合し、ねじ９７０
を捕獲するための内側捕獲ねじ山９４３（図１３Ｃ）を含む。こうしたねじ山９４３は、
仮のアバットメント９１０を患者の口内に設置する前に、仮のアバットメント９１０とね
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じ９７０とを一時的に結合するために特に有用である。ねじ９７０は、サイズがかなり小
さいため、操作が難しい可能性がある。したがって、仮のアバットメント９１０を患者の
口内に設置する前に、ねじ９７０と仮のアバットメント９１０とを一次的に結合すること
によって、臨床医が、仮のアバットメント９１０を患者の口内に設置した後に、インプラ
ント１２０に取り付けるためにねじ９７０を内側孔９４０内に別個に配置する難しい可能
性があるステップを行う必要が回避される。ねじ山９４３を、仮のアバットメント９１０
内に含まれると単に図で示し、記載したが、同じ、または同様のねじ山を本開示の任意の
他の仮のアバットメントに含めることができる。
【００８６】
　[00109]図１３Ｄおよび１３Ｅを参照すると、仮のアバットメントキャップ９８０の全
般的に円筒形の外面９８１は、仮のアバットメントキャップ５８０の実質的に平滑な全般
的に円筒形の外面５８１（図９Ｃ）の代わりに、複数の溝、切欠き、リブ、きざみ付けな
ど、またはその任意の組み合わせを含む。全般的に円筒形の外面９８１は、平滑な全般的
に円筒形の外面５８１と比較すると、比較的大きい表面積を提供する。全般的に円筒形の
外面９８１の追加の表面積の結果、（図１３Ｇおよび１３Ｈで示した）仮のアバットメン
トキャップ９８０と仮の補綴物９９０とのより良好な接着または取り付けを行うことがで
きる。（図１３Ａおよび１３Ｆで最も良く示されている）仮のアバットメントキャップ９
８０の全般的に円筒形の外面９８１の外形と一致するように形成された仮の補綴物９９０
の内側孔の代わりに、仮の補綴物９９０を実質的に柔軟にして、仮の補綴物９９０の内側
孔を（たとえば、実質的に円筒形で平滑など）様々な形状の１つを有するように形成し、
仮のアバットメントキャップ９８０上でスライドするようにすることができる。
【００８７】
　[00110]図１３Ｆから１３Ｈを参照すると、補綴物アセンブリ９００と歯科インプラン
ト１２０との断面分解図（図１３Ｆ）、断面組立図（図１３Ｇ）、ならびに部分正面およ
び部分断面組立図（図１３Ｈ）が示されており、補綴物アセンブリ９００の様々な構成要
素が組み立てられ、歯科インプラント１２０に取り付けられる方法が示されている。歯科
インプラント１２０が、患者の顎骨（図示せず）内に設置され、次いで、仮のアバットメ
ント９１０がインプラント１２０に回転防止形状部９２２（図１３Ｂおよび１３Ｃ）およ
びねじ９７０によって非回転状態に取り付けられる。仮のアバットメントキャップ９８０
が仮のアバットメント９１０に非回転状態にスナップ嵌めされて、仮のアバットメント９
１０の回転防止構造部９３４（図１３Ｂおよび１３Ｃ）が仮のアバットメントキャップ９
８０の回転防止構造部９８４（図１３Ｄおよび１３Ｅ）と係合する。仮の補綴物９９０が
仮のアバットメントキャップ８８０に、仮のアバットメントキャップ８０に結合された仮
の補綴物９０（図６Ａおよび６Ｂ）を参照して本明細書に記載したのと同じ、または同様
の方法で結合され、全般的に円筒形の外面９８１（図１３Ｄおよび１３Ｅ）が仮の補綴物
９９０の内側孔と係合するようになされる。別法として、仮のアバットメントキャップ９
８０はアパーチャ９８３（図１３Ｄおよび１３Ｅ）を含むため、ねじ９７０を設置する前
に、仮のアバットメントキャップ９８０を仮のアバットメント９１０上にスナップ嵌めす
ることもできる。次いで、ねじ９７０をアパーチャ９８３を通して設置することができ、
その後、仮の補綴物９９０が仮のアバットメントキャップ９８０に結合される。
【００８８】
　[00111]図１４を参照すると、３つの分解された補綴物アセンブリ１０００ａ、１００
０ｂ、および１０００ｃが３つの異なる歯科インプラント１２０、１２１ａ、および１２
１ｂと連結されるように示されている。同様の参照数字が、本明細書に前述した同様の構
成要素に使用される。それぞれインプラント１２０、１２１ａ、および１２１ｂは、仮の
アバットメントの対応する回転防止形状部と非回転状態に嵌合するための異なる回転防止
形状部を含む。図で示したように、第１のインプラント１２０は、雌またはソケットタイ
プの六角形の回転防止形状１２０’を含み、第２のインプラント１２１ａは雄またはボス
タイプの六角形の回転防止形状１２１ａ’を含み、第３のインプラント１２１ｂは雄の星
形の回転防止形状１２１ｂ’を含む。様々な他のタイプおよび形状の回転防止形状部が、
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仮のアバットメント（たとえば、仮のアバットメント９１０、９１１ａ、および９１１ｂ
）の対応する回転防止形状部と非回転状態に嵌合することが企図される。
【００８９】
　[00112]それぞれ補綴物アセンブリ１０００ａ、１０００ｂ、および１０００ｃは、同
一の仮の補綴物９９０、同一のねじ９７０、および同一の仮のアバットメントキャップ９
８０を含む。しかし、各補綴物アセンブリ１０００ａ、１０００ｂ、および１０００ｃの
仮のアバットメント９１０、９１１ａ、および９１１ｂは、同一の外側の歯肉上領域９３
０およびフランジ９５０を有するが、各仮のアバットメント９１０、９２１ａ、および９
２１ｂの歯肉下領域９２０、９２１ａ、および９２１ｂ、ならびに内部構成は、それぞれ
インプラント１２０、１２１ａ、および１２１ｂの異なる回転防止形状部１２０’、１２
１ａ’、および１２１ｂ’と非回転状態に嵌合するための異なるものである。したがって
、下にあるインプラントのタイプおよび／または製造者により、仮のアバットメント（た
とえば、仮のアバットメント９１０、９１１ａ、９１１ｂ）を、仮のアバットメントと非
回転状態に結合し、その後に標準の構成要素（たとえば、仮の補綴物９９０、ねじ９７０
、および仮のアバットメントキャップ９８０）と結合するように構成された標準の外部歯
肉上領域９３０およびフランジ９５０も含む対応する歯肉下領域（たとえば、歯肉下領域
９２０、９２１ａ、および９２１ｂ）を有する（たとえば、仮のアバットメントのキット
から）選択することができる。
【００９０】
　[00113]インプラント１２０、１２１ａ、および１２１ｂの歯肉上領域９３０およびフ
ランジ９５０が同一であるとして記載してあるが、情報マーカ９６４および／または情報
マーカ位置９６２の数および／または方向は異なってもよい。たとえば、図１４で示した
ように、第１の仮のアバットメント９１０は、単一の情報マーカ９６４をその上に有する
情報マーカ位置９６２を含み、それによって、たとえば、下にあるインプラント１２０が
雌／ソケットタイプの六角形の回転防止形状１２０’を含むことを示すことができる。同
様に、第２の仮のアバットメント９１１ａは、２つの情報マーカ９６４をその上に有する
情報マーカ位置９６２を含み、それによって、たとえば、下にあるインプラント１２１ａ
が雄／ボスタイプの六角形の回転防止形状部１２１ａ’を含むことを示すことができ、第
３の仮のアバットメント９１１ｂは、３つの情報マーカ９６４をその上に有する情報マー
カ位置９６２を含み、それによって、たとえば、下にあるインプラント１２１ｂが雄／ボ
スタイプの星形の回転防止形状部１２１ｂ’を含むことを示すことができる。３つの仮の
アバットメント９１０、９１１ａ、および９１１ｂの情報マーカ９６４の違いは、別法と
して、かつ／または追加として、単一の製造者についての異なる形式（line）のインプラ
ント、または異なるインプラント製造者の異なる形式を示すことができる。当然、仮のア
バットメント９１０、９１１ａ、および９１１ｂ上の追加の情報マーカ９６４および／ま
たは追加の情報マーカ位置９６２は、下にあるインプラント１２０、１２１ａ、および１
２１ｂの他の態様（たとえば、直径、回転防止形状部の方向、テーブル面の位置など）を
示すことができる。
【００９１】
　[00114]一部の回転防止形状部を雄またはボスの回転防止形状部であるとして図で示し
、本明細書に記載し、他は雌またはソケットの回転防止形状部であるとして図で示し、本
明細書に記載したが、雄／雌の回転防止形状部を必要に応じて様々な構成要素で交換する
ことができることが企図される。
【００９２】
　[00115]仮のアバットメント１０、１０’、４１０、５１０、６１０、７１０、８１０
、および９１０を仮である（すなわち永久的でない）として図で示し、本明細書に記載し
たが、仮のアバットメント１０、１０’、４１０、５１０、６１０、７１０、８１０、お
よび９１０は、実際、対応する永久補綴物および／または歯冠に結合されるように設計さ
れた永久アバットメントでもよい。開示した概念のこうした代替実装形態では、永久補綴
物は、別個の永久的な患者固有のアバットメントの代わりに、仮のアバットメント１０、



(24) JP 5834136 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

１０’、４１０、５１０、６１０、７１０、８１０、および９１０に結合されるように作
製され、設計される。
【００９３】
　[00116]仮のアバットメント１０、１０’、４１０、５１０、６１０、７１０、８１０
、および９１０は、歯肉下領域、歯肉上領域、およびその間のフランジを有するものとし
て図で示され、本明細書に記載されているが、所与の設置に関して、フランジ、および／
または歯肉上領域の任意の部分を歯肉下に（たとえば、歯肉組織の下に）配置することが
できる。同様に、フランジ、および／または歯肉下領域の任意の部分を所与の設置に関し
て歯肉上に（たとえば、歯肉組織の上に）配置することができる。さらに、本明細書に記
載した歯肉上領域を、部分的に歯肉下かつ／または部分的に歯肉上のポスト領域と呼ぶこ
とができる。すなわち、一部の例では、本明細書に記載した仮のアバットメントの様々な
部分を参照する場合に、用語、歯肉上とポストを交換可能に使用することができる。
【００９４】
　[00117]本明細書に記載した全ての仮の補綴物９０、４９０、５９０、７９０、８９０
、および９９０をそれぞれ本明細書に記載した仮のアバットメントキャップ８０、４８０
、５８０、７８０、８８０、および９８０に通常の歯科用セメントで接合することができ
る。
【００９５】
　[00118]図１Ａから１４Ｃの様々な実施形態では、仮のアバットメント、仮のアバット
メントキャップ、および仮の補綴物アセンブリは、幾つかの物理的かつ機能的な相違を有
する。しかし、各実施形態は、インプラントの設置の直後に設置することができ、その後
の外科手術の治癒時に隣接する歯肉組織を望ましい形状に形成するのに使用することがで
きる美観的に好ましい仮の補綴物を提供する点で、有用である。さらに、（通常、歯科用
セメントで共に保持される）仮のアバットメントキャップと仮の補綴物とを仮のアバット
メントから容易に取り外して、下にあるインプラントの、かつ／または仮のアバットメン
ト自体の寸法および／または方向についての情報を提供する仮のアバットメント上の情報
マーカを露呈することができる（または仮のアバットメントキャップは取り外しが不要な
ように情報マーカを含むことができる）。下にあるインプラントおよび／または仮のアバ
ットメントの寸法および／または方向に関するこの情報を知り、歯肉組織の実際の治癒さ
れた形状（または予想される治癒された形状、図１７以下を参照）を知ることによって、
患者の歯肉組織の治癒前に、永久的な患者固有のアバットメントを設計し、製造すること
ができるようになる。また、患者固有のアバットメント上に嵌める最終的な永久補綴物の
設計および製造の選択肢も提供される。
【００９６】
　[00119]本明細書に開示した情報マーカ（たとえば、情報マーカ６４）の一例示の使用
に関して、インプラント形式は上部テーブル面で２つの直径（たとえば、４ｍｍおよび５
ｍｍ）になってもよい。こうした２つのインプラントごとに、使用することができる４つ
の異なるタイプの仮のアバットメントがある。たとえば、仮のアバットメントの２つの異
なる全体の高さ（たとえば、８ｍｍおよび１０ｍｍ）がある。かつ、異なる高さを有する
この２つの仮のアバットメントごとに、インプラントから離れるように仮のアバットメン
トのフランジ（たとえば、フランジ５０）に至る２つの異なるエマージェンスプロファイ
ル（たとえば、外面５５）があってもよい。したがって、異なる形状および寸法を有する
８つの可能な仮のアバットメントがある。それぞれこうした仮のアバットメント上に、情
報マーカが存在してもしなくてもよい３つの情報マーカ位置（たとえば、情報マーカ位置
６２）がある場合、それによって、２進式のマーキングシステムが使用されると仮定して
、８つの組み合わせが提供される。したがって、それぞれ８つの可能な仮のアバットメン
トが独自のマーキング方式を有して、正確な仮のアバットメントを情報マーカの（たとえ
ば、走査による）簡単な検査で容易に識別することができる。かつ、正確な仮のアバット
メントを知ることによって、インプラントのテーブルの直径（たとえば、４ｍｍまたは５
ｍｍ）、およびインプラントのテーブルの正確な位置（およびインプラントのテーブルの
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角度方向）など、インプラントに関する重要な情報も得られる。さらに、仮のアバットメ
ント上の他の情報マーカ（または、三角形、あるいは長方形の面取り、もしくは平面など
、第２のタイプの情報マーカ位置）を提供することによって、インプラントの回転防止構
造部の角度方向が知られ、このことも、永久的な患者固有のアバットメントの作製に重要
である。こうした実施形態全てで、走査データを受信し、患者固有のアバットメントの作
製に使用するコンピュータシステムは、好ましくは、走査で明らかになった情報マーカに
基づき、インプラント上に取り付けられた正確な仮のアバットメントを示す簡単な参照表
を含む。また、インプラントの情報をコンピュータシステムでモデル化することもできる
。これは、当然、一例示の実施形態であり、多少の情報マーカがインプラントシステムの
タイプによって必要とされるであろう。他の例として、インプラントのタイプ（たとえば
、インプラントのテーブルの直径および／または回転防止連結部のタイプ）を仮のアバッ
トメントをインプラントに対して保持するねじの頭部上に存在する情報マーカによって識
別することができる。また、仮のアバットメント上の情報マーカは、仮のアバットメント
に関する情報（たとえば、仮のアバットメントのエマージェンスプロファイル形状、全体
の高さ、フランジの直径など）を示す。
永久的な患者固有のアバットメントおよび歯の補綴物の作製方法
　[00120]図１５を参照すると、永久的な患者固有のアバットメント（「ＰＳＡ」）およ
び歯の補綴物を作製する方法（１１００）は、通常、歯科インプラント（たとえば、図６
Ａで示した歯科インプラント１２０）の患者の顎骨内への設置で開始される（１１０２）
。インプラントが患者の顎骨内に設置された後に、次いで、仮のアバットメント（たとえ
ば、仮のアバットメント１０、１０’、４１０、５１０、６１０、７１０、８１０、９１
０）が、インプラント上に直接、非回転状態に設置される（１１０４）。仮のアバットメ
ントが、仮のアバットメントおよびインプラント上の相補的な回転防止形状部によって取
り付けられる。仮のアバットメントは、インプラントの内側孔内のねじ山とねじ込み式に
係合する締結装置（たとえば、締結装置７０、４７０、５７０、６７０、７７０、８７０
、９７０）によってインプラントと接触状態に軸方向に保持される。
【００９７】
　[00121]仮のアバットメントキャップ（たとえば、仮のアバットメントキャップ８０、
２８０、４８０、５８０、６８０、７８０、８８０、９８０）が、たとえば、スナップ嵌
め連結などによって、取り外し可能に仮のアバットメントに取り付けられる（１１０６）
。仮のアバットメントキャップが取り付けられた後、またはその前に、解剖学的に形付け
られた歯に近似するように形付けられた仮の補綴物が仮のアバットメントに仮のアバット
メントキャップによって取り付けられる（１１０６）。仮の補綴物は、全般的に、仮のア
バットメントキャップに（たとえば、アクリル、セメント、結合剤などを使用して）取り
外し不可能に固定される。
【００９８】
　[00122]仮の構成要素が設置された（１１０４～１１０６）後、患者の歯肉組織がその
周囲で治癒可能になる（１１０８）。歯肉組織が治癒された後、仮のアバットメントキャ
ップおよび仮の補綴物が仮のアバットメントから除去される（１１１０）。仮のアバット
メントキャップおよび仮の補綴物の除去によって、１つまたは複数の情報マーカ（たとえ
ば、情報マーカ６４）を含む、下にある仮のアバットメントの上面が露呈される。さらに
、治癒された歯肉組織のエマージェンスプロファイルが露出されるが、それは非円形の解
剖学的形状でもよい。
【００９９】
　[00123]仮のアバットメントと周囲の歯肉組織の両方が、患者の口内の１つまたは複数
の直接の走査技法を使用して走査される（１１１２）。別法として、仮のアバットメント
を含む少なくとも患者の口の部位の印象が取られ、走査される（１１１２）。すなわち、
患者の口内を直接走査する代わりに、口の印象を走査することができる。第３の代替形態
では、仮のアバットメントを含む患者の歯の状態の物理的モデルが印象から作製される。
次いで、口内の直接走査、または印象の走査の代わりに、この物理的モデルを走査するこ
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とができる（１１１２）。いずれにしても、口内の直接走査が好ましい方法である。
【０１００】
　[00124]走査データが、走査から生成され、１つまたは複数のプロセッサおよび／また
はコンピュータによって分析されて、情報が得られる（１１１４）。具体的には、仮のア
バットメントを取り囲む患者の歯肉組織の解剖学的に形付けられたエマージェンスプロフ
ァイルに関連する、かつ／またはそれを表す情報、および仮のアバットメント上の情報マ
ーカに関連する、かつ／またはそれを表す情報が獲得される（１１１４）。さらに、仮の
アバットメントを取り囲む患者の歯科解剖学的構造（たとえば隣接する歯）に関連する、
かつ／またはそれを表す情報を獲得することができる。また、患者のエマージェンスプロ
ファイルと、情報マーカと、かつ／または患者の歯科解剖学的構造の幾何学的関係に関連
する、かつ／またはそれを表す情報を獲得することができる。
【０１０１】
　[00125]走査後、仮のアバットメントキャップおよび仮の補綴物が仮のアバットメント
に再び取り付けられる（１１１６）。患者の口／歯科状態の少なくとも一部の３次元仮想
モデルが走査データから生成される（１１１８）。３次元仮想モデルは、患者の歯肉組織
、患者の歯、および仮のアバットメントの少なくとも一部の仮想モデルを含む。１つある
いは複数のソフトウエアまたはコンピュータプログラムと、走査した情報マーカに基づい
て決定されたパラメータを併せて使用して、３次元仮想モデルを修正して、仮のアバット
メントを除去し、それによって下にあるインプラントの位置および方向、ならびに下にあ
るインプラントの患者の歯肉組織に対する相対位置が提供され／示される。一非限定的な
例は、コペンハーゲン、デンマークにある３Ｓｈａｐｅ　Ａ／Ｓから入手可能なＣＡＤ－
ＣＡＭ歯科ソフトウエアおよび走査ソフトウエアである。
【０１０２】
　[00126]３次元モデルを使用して、患者固有のアバットメントおよび永久的な歯の補綴
物が仮想で設計される（１１２０）。たとえば、共に実際に患者の口内に設置される（イ
ンプラントに取り付けられる）物理的な患者固有のアバットメントおよび（物理的な患者
固有のアバットメントに取り付けられる）物理的な永久的な歯の補綴物を作製するように
構成された切削機械および／またはラピドプロトタイプ機械にデータを転送することによ
って、設計された患者固有のアバットメントおよび永久的な歯の補綴物を作製することが
できる。患者固有のアバットメントおよび永久的な歯の補綴物が作製された後、仮のアバ
ットメント、仮のアバットメントキャップ、および仮の補綴物が患者の口から除去されて
、下にある歯科インプラントが露出される（１１２２）。この方法は、当技術分野で周知
のように、患者固有のアバットメントおよび永久的な歯の補綴物を歯科インプラント上に
設置することによって完了する（１１２４）。
【０１０３】
　[00127]歯科インプラントを患者の口内に設置する前に、幾つかの追加のステップを取
って、設置工程の助けをすることができる。図１６を参照すると、準備のステップを含む
、患者固有のアバットメントおよび永久的な歯の補綴物を作製し、設置する方法（１１５
０）が示されている。準備ステップは、通常、患者の口を走査して、最初の走査データを
獲得することによって開始される（１１５２）。走査は、様々なタイプの組織に関連する
、かつ／またはそれを表すデータを獲得する２つのタイプの走査を含む。第１の軟組織の
走査は、たとえば、歯肉組織など、患者の口内の軟組織を表すデータを獲得するように構
成された走査を含む。第２の硬組織または骨の走査は、たとえば、患者の顎骨および歯な
ど、患者の口内の硬組織または骨あるいは歯を表すデータを獲得するように構成された走
査を含む。正確な骨および軟組織のディジタル歯科モデルの生成に関するさらなる詳細は
、全体が参照により本明細書に組み込まれる、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｃｒｅａｔｉｎｇ
　ａｎ　Ａｃｃｕｒａｔｅ　Ｂｏｎｅ　ａｎｄ　Ｓｏｆｔ－Ｔｉｓｓｕｅ　Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｍｏｄｅｌ」という名称の米国特許出願第２０１１／０１２９７９２
号で見ることができる。
【０１０４】
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　[00128]最初の走査データの獲得後、患者の骨構造および歯肉組織構造を含む患者の口
の３次元モデルが生成される（１１５４）。この３次元モデルから、１つまたは複数のプ
ロセッサおよび／またはコンピュータを使用して、患者の口内に設置すべき歯科インプラ
ントの所望の位置および方向（たとえば、ピッチ、ヨー、深さ）が決定される（１１５６
）。決定される位置を、たとえば、提案されたインプラント部位に隣接する歯の位置付け
、位置、および方向、神経または洞孔の位置、ならびに／または患者の顎骨の組成および
構造など、幾つかの異なる変数に基づいて選択し、または決定することができる。同じも
のを使用し、作製するための外科案内書および方法に関するさらなる詳細を、米国特許出
願第２００９／０１３０６３０号、「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｗｉｔｈ
　ａ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｇｕｉｄｅ　ｆｏｒ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｉｍｐｌａｎｔ　Ｒｅｐ
ｌａｃｅｍｅｎｔ」という名称の２００８年１１月１４日に出願された出願第１２／２７
１，５１７号、および米国特許出願第２００９／０２６３７６４号、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆ
ｏｒ　Ｐｒｅ－Ｏｐｅｒａｔｉｖｅ　Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｓｔｒｕ
ｍｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｕｓｅｄ　ｗｉｔｈ　ａ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｇｕｉｄｅ　ｆｏｒ
　Ｄｅｎｔａｌ　Ｉｍｐｌａｎｔ　Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ」という名称の２００９年４月１
６日に出願され、現在認可された、出願第１２／４２５，２０２号で見ることができ、そ
れぞれ全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０１０５】
　[00129]位置の決定後、インプラントを設置するための外科手術用テンプレートが作成
される（１１５８）。外科手術用テンプレートは、外科医が患者の口内にアパーチャを掘
削して、インプラントを所定の所望の位置に受ける案内をし、それを助けるために使用さ
れる。準備ステップは、通常、インプラントの設置前に患者の口内の外科手術案内の位置
付けで終了する。方法（１１５０）の患者固有のアバットメントおよび永久的な歯の補綴
物を作製し設置するステップ（１１０２～１１２４）を対象とする残りのステップは、図
１５を参照して前述したものと同じである。
【０１０６】
　[00130]図１７を参照すると、永久的な患者固有のアバットメント（「ＰＳＡ」）およ
び歯の補綴物を作製する代替方法（１２００）が記載されている。方法（１２００）と図
１５および１６の方法（１１００）と（１１５０）の主な相違は、患者の口の走査のタイ
ミングである。以下に記載するように、方法（１２００）では、構成要素を除去する前に
歯肉の治癒が生じるのを待ち、その後に走査する代わりに、インプラントが設置されるの
と同時に患者の口が走査される。こうした方法（１２００）では、全体的なＰＳＡおよび
歯の補綴物の設置中の医院への訪問を少なくとも１回減らすことができる。より具体的に
は、一部の例では、医院の訪問を減らすことによって、治癒段階中の歯肉組織の破壊を追
加しなくてすむ。なぜなら、歯肉の外形を捕獲するための患者の口の二度目の走査ために
仮のアバットメントキャップおよび仮の補綴物を除去する必要がないからである。
【０１０７】
　[00131]方法（１２００）は、通常、歯科インプラント（たとえば、図６Ａで示した歯
科インプラント１２０）の患者の顎骨内への設置（１２０２）によって開始される。次い
で、インプラントが患者の顎骨内に設置された直後に、仮のアバットメント（たとえば、
仮のアバットメント１０、１０’、４１０、５１０、６１０、７１０、８１０、９１０）
がインプラント上に非回転状態に設置される（１２０４）。仮のアバットメントは、仮の
アバットメントおよびインプラント上の相補的な回転防止形状部によって取り付けられる
。仮のアバットメントは、インプラントの内側孔内のねじ山とねじ込み式に係合する締結
装置（たとえば、ねじ７０、４７０、５７０、６７０、７７０、８７０、および９７０）
によってインプラントと接触状態に軸方向に保持される。
【０１０８】
　[00132]仮のアバットメントを取り付けた後に、１つまたは複数の情報マーカ（たとえ
ば、情報マーカ６４）を含む仮のアバットメントの上面が患者の口内で露出される。仮の
アバットメントおよび周囲の歯科形状（たとえば、隣接する歯および／または隣接する歯
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肉組織）の少なくとも一部が１つまたは複数の走査技法を使用して患者の口内で直接走査
される（１２０６）。別法として、少なくとも仮のアバットメントを含む患者の口の部位
の印象が取られ、走査される（１２０６）。すなわち、患者の口内を直接走査する代わり
に、口の印象を走査することができる。第３の代替形態では、仮のアバットメントを含む
患者の歯の状態の物理的モデルが印象から作製される。直接口内を走査し、または印象を
走査する代わりに、物理的モデルを走査することができる（１２０６）。いずれにしても
、口内の走査が好ましい方法である。
【０１０９】
　[00133]解剖学的に形付けられた歯に近似するように形付けられた仮の補綴物（たとえ
ば、仮の補綴物４９０、５９０、７９０、８９０、９９０）が、患者の口の外で、仮のア
バットメントキャップ（たとえば、仮のアバットメントキャップ８０、２８０、４８０、
５８０、６８０、７８０、８８０、９８０）に取り付けられる（１２０８）。仮の補綴物
は、全般的に、仮のアバットメントキャップに（たとえば、アクリル、セメント、結合剤
などを使用して）非回転状態に固定され、それによってサブアセンブリが形成される。し
かし、本態様の一部の実装形態では、仮のアバットメントキャップが患者の口内の仮のア
バットメントにねじで取り付けられるまで、仮の補綴物は、仮のアバットメントキャップ
に永久的に固定されない。仮の補綴物を仮のアバットメントキャップに取り付ける前、か
つ／またはその後に、仮の補綴物をたとえば臨床医が形付け、かつ／またはカスタマイズ
することができる（１２１０）。
【０１１０】
　[00134]仮の補綴物および仮のアバットメントキャップが取り付けられ、仮の補綴物の
最終形状が作成された後、サブアセンブリが患者の口の外で１つまたは複数の走査技法を
使用して走査される（１２１２）。次いで、サブアセンブリ（たとえば、仮の補綴物と仮
のアバットメントキャップ）が仮のアバットメントに、たとえばスナップ嵌め連結、かつ
／またはねじタイプの連結によって、取り外し可能に取り付けられる（１２１４）。仮の
構成要素が設置され（１２１４）、走査が行われた（１２１２）後、患者の歯肉組織がそ
の周囲で治癒可能になる（１２１６）。
【０１１１】
　[00135]サブアセンブリを患者の口の外で走査する代わりに、患者の歯肉の開口が十分
に大きく、仮のアバットメントに取り付けたときにサブアセンブリの外形を全て見ること
ができる／走査可能な場合、サブアセンブリの走査を口の外の代わりに口内で行うことが
できる。こうした患者の口内でのサブアセンブリの走査は、設置の直後に行うことができ
、患者の口の１つまたは複数の周囲の特徴（たとえば、隣接する歯、歯肉組織など）を表
す情報を含むことができる。
【０１１２】
　[00136]走査データは、情報を獲得するための１つまたは複数のプロセッサおよび／ま
たはコンピュータによって分析される両方の走査から生成される。走査データの分析を、
走査が行われた直後、かつ歯肉組織の治癒が可能になる前に行うことができる。当然、別
法として、走査データの分析を、歯肉組織が最初に治癒可能になった後にいつでも行うこ
とができる。具体的には、第１のセットの走査データを分析して、仮のアバットメントに
関連する、かつ／またはそれを表す情報、および仮のアバットメント上の情報マーカに関
連する、かつ／またはそれを表す情報を獲得する（１２１８）。さらに、仮のアバットメ
ントを取り囲む患者の歯科解剖学的構造（たとえば、隣接する歯）に関連する、かつ／ま
たはそれを表す情報を第１のセットの走査データから獲得することができる。また、第２
のセットの走査データを分析して、仮の補綴物および／または仮のアバットメントキャッ
プに関連する、かつ／またはそれを表す情報を獲得する（１２２０）。具体的には、たと
えば、仮の補綴物の解剖学的外形などの情報を獲得することができる。こうした仮の補綴
物の外形を使用して、患者の歯肉が治癒可能になった後の患者の歯肉の外形を予想するこ
とができる。
【０１１３】
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　[00137]走査データを獲得し、分析した後、第１および第２のセットのデータを組み合
わせて、患者の口／歯の状態の少なくとも一部の３次元仮想モデルを生成する（１２２２
）。データセットの組み合わせは、２つのデータセットの位置合わせを含み、多くの方法
で行うことができる。たとえば、仮のアバットメントのフランジの上部上、たとえば、仮
のアバットメントキャップの底部または下面／内面上に位置付けられた対応するマーカ（
たとえば、切欠き、溝、線、点、ピンプル、ディンプルなど）を走査中に捕獲して、マー
カを１つまたは複数のソフトウエアまたはコンピュータプログラムと併せて使用して、２
つのセットのデータを互いに位置合わせ（たとえば、ｚ軸の周りで回転的に位置合わせ）
することができる。他の例では、仮のアバットメントと仮のアバットメントキャップの回
転防止形状部の位置を評価する１つあるいは複数のソフトウエアまたはコンピュータプロ
グラムを使用して、２つのセットのデータを位置合わせすることができる。第３の例では
、サブアセンブリを仮のアバットメント上に設置することができ、サブアセンブリをおよ
び患者の口内の周囲の部位の第３の走査を行う。第３の走査により、１つあるいは複数の
ソフトウエアまたはコンピュータプログラムで使用して第１と第２のデータセットを位置
合わせすることができる第３のセットの走査データが生成される。
【０１１４】
　[00138]３次元の仮想モデルは、（１つまたは両方のセットの走査データに基づく）患
者の歯肉組織の少なくとも一部、患者の歯、および仮のアバットメントの仮想モデルを含
む。１つあるいは複数のソフトウエアまたはコンピュータプログラムを走査した情報マー
カに基づいて決定されたパラメータと併せて使用し、３次元仮想モデルを修正して、仮の
アバットメントを除去し、それによって、下にあるインプラントおよび下にあるインプラ
ントの患者の歯肉組織に対する相対位置を提供／提示することができる。さらに、１つあ
るいは複数のソフトウエアまたはコンピュータプログラムを使用して、インプラント部位
に隣接する患者の歯肉組織の示されたエマージェンスプロファイルが仮の補綴物および／
または仮のアバットメントキャップの外形に基づくように、３次元仮想モデルを設計する
。すなわち、３次元仮想モデルで示されたエマージェンスプロファイルは、予想されたエ
マージェンスプロファイルであり、実際の患者の歯肉組織の（たとえば、治癒された）エ
マージェンスプロファイルの走査からの走査データに基づいていない。なぜなら、口内の
走査が歯肉の治癒前に行われたからである。
【０１１５】
　[00139]３次元モデルを使用して、患者固有のアバットメントおよび永久的な歯の補綴
物が仮想で設計される（１２２４）。たとえば、実際に患者の口内に共に設置される物理
的な患者固有のアバットメント、および／または物理的な永久的な歯の補綴物を作製する
ように構成された切削機械および／またはラピドプロトタイプ機械にデータを転送するこ
とによって、設計された患者固有のアバットメントおよび永久的な歯の補綴物を作製する
ことができる。別法として、かつ／または追加として、歯肉の外形のレプリカを含む患者
の口の１つまたは複数のラピドプロトタイプモデルを３次元モデルに基づいて作製するこ
とができる。永久的な歯の補綴物をその上に有する１つまたは複数のラピドプロトタイプ
モデルを臨床医が使用して、たとえば、永久補綴物を作製することができる。
【０１１６】
　[00140]患者固有のアバットメントおよび永久的な歯の補綴物が作製された後、仮のア
バットメント、仮のアバットメントキャップ、および仮の補綴物が患者の口から除去され
、下にある歯科インプラントが露出される（１２２６）。この方法は、当技術分野で周知
のように、患者固有のアバットメントおよび永久的な歯の補綴物を歯科インプラント上に
設置することによって完了する（１２２８）。
【０１１７】
　[00141]上記の方法（１２００）の他に、歯肉組織が少なくとも部分的に治癒された後
、臨床医が、患者の歯肉組織の予想されたエマージェンスプロファイルが、たとえば組織
の治癒が予想しない方法または形状であるために、不正確であると決定した場合、たとえ
ば、３次元モデル、仮の補綴物、仮のアバットメントキャップなどに修正を加えることが
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できる。具体的には、仮の補綴物および仮のアバットメントキャップを仮のアバットメン
トから取り外すことができ、仮の補綴物を再び形付けし、かつ／または修正して、永久的
な構成要素を設置する準備をする際に歯肉組織をより良好に形付けることができる。部分
的治癒が行われた後に仮の補綴物を物理的に修正するこうした例では、修正した仮の補綴
物および仮のアバットメントキャップを走査して、第３のセットの走査データが生成され
る。次いで、第２のセットの走査データが最初に使用されたのと同様に、第３のセットの
走査データを使用することができる。本質的に、第３のセットは、第２のセットに取って
代わるものであり、３次元仮想モデルが新しく予想される歯肉のエマージェンスプロファ
イルを含むように再び設計される。
【０１１８】
　[00142]別法として、臨床医が、患者の歯肉組織の予想されたエマージェンスプロファ
イルが、たとえば、僅かに不正確であるが、仮の補綴物の物理的修正は必要ないと決定し
た場合、３次元仮想モデルの仮想操作を物理的修正の代わりに行って、設計される永久補
綴物が、元の予想プロファイルの僅かな不正確さを考慮した新しく予想される歯肉のエマ
ージェンスプロファイルに基づくようになされる。
【０１１９】
　[00143]図で示した実施形態は、主に単一の歯に適用される患者固有のアバットメント
の作製を参照して記載されているが、理解されるように、本発明は、義歯の全て、または
一部を支持するためのブリッジおよびバーなど、複数の歯の用途にも有用である。その状
況では、患者固有のアバットメントは、１つまたは複数の下にあるインプラントと係合す
るための回転防止形状部が必ずしも必要ではない。なぜなら、最終補綴物も口内の他の構
造（たとえば、１つまたは複数の追加の下にあるインプラント）によって支持され、それ
によって本質的に回転防止の態様が設計にもたらされるからである。いずれにしても、走
査方法を使用して、歯肉のエマージェンスプロファイル形状についての必要な情報、およ
び（仮の補綴物アセンブリの情報マーカによる）１つまたは複数のインプラントについて
の寸法および／または位置情報を獲得することは、美観的に好ましい複数の歯のシステム
の作成につながるものである。
【０１２０】
　[00144]本発明を１つまたは複数の特定の実施形態を参照して記載したが、当業者には
理解されるように、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、本発明に多くの変更
を加えることができる。それぞれこうした実施形態および実施形態の明らかな変形形態は
、以下の特許請求の範囲で述べる、本発明の精神および範囲内に包含されることが企図さ
れる。
（参考発明１）
　歯科インプラントに取り付けるためのアバットメントアセンブリであって、
　下部領域および上部領域を有する仮のアバットメントであって、前記下部領域が前記歯
科インプラントと非回転状態に嵌合するための回転防止形状部を含み、前記上部領域が第
１の回転防止構造部および少なくとも１つの保持溝を含み、前記仮のアバットメントの上
面が前記歯科インプラントに関する情報を提供する１つまたは複数の情報マーカを含む、
仮のアバットメントと、
　前記仮のアバットメントの前記上部領域に結合されるように構成された仮のアバットメ
ントキャップであって、前記仮のアバットメントの前記少なくとも１つの保持溝と嵌合す
るように構成された少なくとも１つの突起を有し、前記仮のアバットメントの前記第１の
回転防止構造部とスライドして係合するように構成された第２の回転防止構造部を有する
、仮のアバットメントキャップとを備え、
　前記仮のアバットメントキャップの外面が仮の補綴物に結合されて、前記仮の補綴物お
よび前記仮のアバットメントキャップが前記仮のアバットメントから取り外し可能であり
、前記情報マーカにアクセスできるように構成される、アバットメントアセンブリ。
（参考発明２）
　前記仮の補綴物が歯肉組織を解剖学的に形付けるための非円形形状を有する、参考発明
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１に記載のアバットメントアセンブリ。
（参考発明３）
　前記仮のアバットメントの一部および前記仮の補綴物の一部が前記歯肉組織の治癒中に
歯肉組織を形付けるために使用される、参考発明１に記載のアバットメントアセンブリ。
（参考発明４）
　前記情報マーカが前記仮のアバットメントの１つまたは複数の特性を示す、参考発明１
に記載のアバットメントアセンブリ。
（参考発明５）
　前記情報マーカが前記下部領域の前記仮のアバットメントの寸法および前記仮のアバッ
トメントの高さを示す、参考発明４に記載のアバットメントアセンブリ。
（参考発明６）
　前記情報マーカが前記歯科インプラントの１つまたは複数の特性を示す、参考発明１に
記載のアバットメントアセンブリ。
（参考発明７）
　前記情報マーカが以下の特性、（ｉ）前記インプラントの回転防止形状部の回転方向、
（ｉｉ）前記インプラントのテーブルのｘ－ｙ位置、（ｉｉｉ）前記インプラントの前記
テーブルのｚ位置、および（ｉｖ）前記インプラントのテーブルの直径、の少なくとも２
つを示す、参考発明６に記載のアバットメントアセンブリ。
（参考発明８）
　前記情報マーカが２進照合システムを使用して前記少なくとも２つの特性を識別するこ
とができるようにする、参考発明７に記載のアバットメントアセンブリ。
（参考発明９）
　前記仮の補綴物が前記仮のアバットメントキャップにセメントで永久的に結合される、
参考発明１に記載のアバットメントアセンブリ。
（参考発明１０）
　前記仮のアバットメントの前記回転防止形状部が前記歯科インプラント上の対応する多
角形のソケットまたは多角形のボスと嵌合するように構成された多角形のボスまたは多角
形のソケットである、参考発明１に記載のアバットメントアセンブリ。
（参考発明１１）
　前記仮のアバットメントが前記下部領域と前記上部領域との間のフランジをさらに備え
、前記フランジが前記仮のアバットメントキャップに隣接する、参考発明１に記載のアバ
ットメントアセンブリ。
（参考発明１２）
　歯科インプラントに取り付けるための仮の補綴物アセンブリであって、
　前記歯科インプラントと非回転状態に嵌合するための回転防止形状部を含み、１つまた
は複数の情報マーカを含む仮のアバットメントと、
　前記仮のアバットメントに取り外し可能に結合されて、前記情報マーカを覆うように構
成された仮のアバットメントキャップと、
　前記仮のアバットメントキャップに結合されるように構成された仮の補綴物とを備え、
前記仮の補綴物と前記仮のアバットメントキャップの組み合わせが前記仮のアバットメン
トに取り外し可能に結合される、仮の補綴物アセンブリ。
（参考発明１３）
　前記仮の補綴物が歯肉組織を解剖学的に形付けるための非円形形状を有する、参考発明
１２に記載の仮の補綴物アセンブリ。
（参考発明１４）
　前記仮の補綴物が前記仮のアバットメントキャップの外面にセメントで結合される、参
考発明１２に記載の仮の補綴物アセンブリ。
（参考発明１５）
　前記仮のアバットメントが少なくとも１つの保持溝および第１の回転防止構造部をさら
に含み、前記仮のアバットメントキャップが前記仮のアバットメント上の前記少なくとも
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１つの保持溝とスナップ嵌め係合を行うように構成された少なくとも１つの突起をさらに
含み、前記仮のアバットメントキャップが前記仮のアバットメントの前記第１の回転防止
構造部とスライドして係合するように構成された第２の回転防止構造部をさらに含む、参
考発明１２に記載の仮の補綴物アセンブリ。
（参考発明１６）
　前記少なくとも１つの突起と前記少なくとも１つの保持溝との間の前記スナップ嵌め係
合が前記仮のアバットメントキャップと前記仮のアバットメントとの間のシールを助け、
前記シールが前記スナップ嵌め連結部の下に設けられる、参考発明１５に記載の仮の補綴
物アセンブリ。
（参考発明１７）
　前記仮のアバットメントを前記歯科インプラントに取り外し可能に結合するように構成
された締結装置をさらに備え、前記仮のアバットメントキャップがアパーチャを含み、前
記締結装置の頭部が前記アパーチャ内に少なくとも部分的に突き出て、前記仮のアバット
メントキャップと係合し、前記仮のアバットメントキャップに横方向の支持を与えるよう
に構成される、参考発明１２に記載の仮の補綴物アセンブリ。
（参考発明１８）
　前記仮のアバットメントがフランジを含み、前記フランジの少なくとも一部が歯肉組織
を解剖学的に形付けるための形状を有し、前記仮のアバットメントキャップが前記仮のア
バットメントに取り外し可能に結合されて、前記仮のアバットメントキャップの底端部が
前記フランジと位置合わせされ、歯肉組織を解剖学的に形付けるための形状の延長部を設
けるように構成される、参考発明１２に記載の仮の補綴物アセンブリ。
（参考発明１９）
　歯科インプラントに取り付けるためのアバットメントであって、
　前記歯科インプラントと非回転状態に嵌合するための回転防止形状部を含む下部領域と
、
　回転防止構造部および少なくとも１つの軸方向の保持構造部を含む上部領域であって、
前記回転防止構造部および前記少なくとも１つの軸方向の保持構造部が歯の形状の補綴物
構成要素と係合するためであり、前記上部領域が前記歯の形状の補綴物構成要素が前記ア
バットメントから取り外された後に露呈される前記歯科インプラントに関する情報を提供
するための１つまたは複数の情報マーカを含む上部領域と、
　前記アバットメントを前記歯科インプラントに結合するための締結装置を受けるように
構成された内側孔とを含む、アバットメント。
（参考発明２０）
　前記歯の形状の補綴物構成要素が歯肉組織を解剖学的に形付けるための非円形形状を有
する、参考発明１９に記載のアバットメント。
（参考発明２１）
　前記歯の形状の補綴物構成要素が仮の補綴物に結合される仮のアバットメントキャップ
を含む、参考発明１９に記載のアバットメント。
（参考発明２２）
　前記アバットメントが仮のアバットメントである、参考発明１９に記載のアバットメン
ト。
（参考発明２３）
　前記１つまたは複数の情報マーカが正の情報マーカ、負の情報マーカ、またはその組み
合わせである、参考発明１９に記載のアバットメント。
（参考発明２４）
　前記上部領域が前記少なくとも１つの軸方向の保持構造部にスナップ嵌め係合して嵌合
するように構成された少なくとも１つの突起を有する前記歯の形状の補綴物構成要素に結
合されるように構成される、参考発明１９に記載のアバットメント。
（参考発明２５）
　前記上部領域の前記回転防止構造部が前記歯の形状の補綴物構成要素の回転防止構造部
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とスライドして係合するように構成される、参考発明１９に記載のアバットメント。
（参考発明２６）
　前記１つまたは複数の情報マーカが前記歯科インプラントの１つまたは複数の特性を示
す、参考発明１９に記載のアバットメント。
（参考発明２７）
　様々なタイプの歯科インプラントに取り付けるための仮のアバットメントシステムであ
って、
　複数の仮のアバットメントであって、前記仮のアバットメントの各々が下部領域および
上部領域を含み、前記下部領域が前記歯科インプラントの１つと非回転状態に嵌合するた
めの回転防止形状部を含み、前記上部領域が第１の回転防止構造部および第１の軸方向の
保持構造部を含み、前記上部領域が（ｉ）前記仮のアバットメントを取り付けるべき歯科
インプラントのタイプおよび（ｉｉ）前記取り付けられた歯科インプラントに関連する位
置または寸法の情報に関する情報を提供するための情報マーカをさらに含む、複数の仮の
アバットメントと、
　前記第１の回転防止構造部と嵌合するための第２の回転防止構造部および前記第１の軸
方向の保持構造部と嵌合するための第２の軸方向の保持構造部を有する仮のアバットメン
トキャップとを備え、前記仮のアバットメントキャップが、任意の前記仮のアバットメン
トと嵌合して、前記仮のアバットメントキャップが前記情報マーカを覆うように構成され
る、仮のアバットメントシステム。
（参考発明２８）
　前記仮のアバットメントの前記上部領域が前記仮のアバットメントを前記インプラント
上で保持するねじの頭部を含み、前記ねじの前記頭部が前記情報マーカの１つを含む、参
考発明２７に記載のアバットメントシステム。
（参考発明２９）
　患者の口内に設置されたインプラントに結合される患者固有のアバットメントを作製す
る方法であって、
　仮のアバットメントを前記インプラントに非回転状態に取り付け、前記仮のアバットメ
ントが前記インプラントの１つまたは複数の特性を示す少なくとも１つの情報マーカを含
むステップと、
　仮の補綴物アセンブリが前記仮のアバットメントから取り外し可能であるように、前記
仮の補綴物アセンブリを前記仮のアバットメントに非回転状態に取り付けるステップと、
　前記仮の補綴物アセンブリを取り囲む歯肉組織が治癒される十分な期間の後に前記仮の
補綴物アセンブリを前記仮のアバットメントから取り外すステップと、
　前記取り外し後に、前記仮のアバットメントを含む前記口の少なくとも一部を走査して
走査データを生成するステップと、
　前記走査データから前記仮のアバットメントに隣接する前記歯肉組織についてのエマー
ジェンスプロファイル情報および前記仮のアバットメントからの情報マーカの情報を獲得
するステップと、
　前記歯肉組織についての前記エマージェンスプロファイル情報および前記情報マーカの
情報に基づいて前記口の少なくとも一部の３次元モデルを生成するステップと、
　前記３次元モデルから患者固有のアバットメントを設計するステップとを含む方法。
（参考発明３０）
　前記仮の補綴物アセンブリが仮のアバットメントキャップおよび仮の補綴物を含み、前
記方法が、前記仮の補綴物を前記仮のアバットメントキャップに取り付け、前記仮の補綴
物が前記歯肉組織を解剖学的に形付けるための解剖学的に形付けられた歯に近似する形状
を有するステップをさらに含む、参考発明２９に記載の方法。
（参考発明３１）
　仮の補綴物アセンブリを前記仮のアバットメントに非回転状態に取り付けるステップが
、前記仮のアバットメントキャップを前記仮のアバットメントにスナップ嵌め係合させて
取り付けるステップを含む、参考発明３０に記載の方法。
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（参考発明３２）
　前記仮の補綴物が前記仮のアバットメントキャップの周囲に成形されて取り付けられる
アクリルである、参考発明３０に記載の方法。
（参考発明３３）
　前記仮の補綴物アセンブリの外面が解剖学的に形付けられた歯に近似する形状を有し、
前記仮のアバットメント上に嵌まる一体部品である、参考発明２９に記載の方法。
（参考発明３４）
　前記３次元モデルから前記患者固有のアバットメントを作製する命令を生成し、前記命
令を切削機械に転送するステップをさらに含む、参考発明２９に記載の方法。
（参考発明３５）
　前記仮の補綴物アセンブリを前記走査後に再び取り付けるステップをさらに含む、参考
発明２９に記載の方法。
（参考発明３６）
　前記設計後に、
　前記仮の補綴物アセンブリを再び取り外すステップと、
　前記仮のアバットメントを前記インプラントから取り外すステップと、
　前記患者固有のアバットメントを前記インプラントに非回転状態に取り付けるステップ
とをさらに含む、参考発明３５に記載の方法。
（参考発明３７）
　患者の口内に設置されたインプラントに結合される患者固有のアバットメントを作製す
る方法であって、
　非円形の仮の補綴物を前記インプラントに取り付け、前記仮の補綴物が前記インプラン
トの１つまたは複数の特性を示す少なくとも１つの情報マーカを有する仮のアバットメン
トを含むステップと、
　前記仮の補綴物を取り囲む歯肉組織が非円形に治癒された後に、前記仮の補綴物を分解
して、前記仮のアバットメントを前記インプラントから除去せずに、前記仮のアバットメ
ント上の前記少なくとも１つの情報マーカを露出させるステップと、
　前記少なくとも１つの情報マーカを走査する走査方法を使用して前記インプラントに関
する情報に関連するデータを含むデータを獲得するステップと、
　前記走査方法によって獲得した前記データから患者固有のアバットメントを作製するス
テップとを含む方法。
（参考発明３８）
　前記仮の補綴物が仮のアバットメントキャップおよび前記仮のアバットメントキャップ
上に嵌まる歯の形状のアクリル部分をさらに含み、前記歯の形状のアクリル部分が解剖学
的に形付けられた歯に近似する形状を有する、参考発明３７に記載の方法。
（参考発明３９）
　前記走査方法によって獲得した前記データから前記患者固有のアバットメントを製造す
る命令を生成するステップをさらに含む、参考発明３７に記載の方法。
（参考発明４０）
　前記走査工程後、前記仮の補綴物が前記仮のアバットメント上の前記少なくとも１つの
情報マーカを覆うように再び組み立てるステップをさらに含む、参考発明３７に記載の方
法。
（参考発明４１）
　前記仮の補綴物が仮のアバットメントキャップをさらに含み、前記分解するステップが
前記仮のアバットメントキャップを前記仮のアバットメントからスナップ嵌め係合を解除
することによって取り外すステップを含み、前記再び組み立てるステップが前記仮のアバ
ットメントキャップを前記仮のアバットメントに前記スナップ嵌め係合によって嵌合させ
るステップを含む、参考発明４０に記載の方法。
（参考発明４２）
　前記仮の補綴物の外面が解剖学的に形付けられた歯に近似する形状を有する、参考発明
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３７に記載の方法。
（参考発明４３）
　患者の口内に設置されたインプラントに結合される患者固有のアバットメントを作製す
る方法であって、
　仮のアバットメントを前記歯科インプラントに非回転状態に取り付け、前記仮のアバッ
トメントが前記インプラントの１つまたは複数の特性を示す少なくとも１つの情報マーカ
を含むステップと、
　前記仮のアバットメントを含む前記口の少なくとも一部を走査して第１のセットの走査
データを生成するステップと、
　仮の補綴物の形状が選択された後に仮の補綴物を前記口の外で走査して第２のセットの
走査データを生成するステップと、
　前記仮の補綴物が前記仮のアバットメントから取り外し可能であるように前記仮の補綴
物を前記仮のアバットメントに取り付けるステップと、
　前記第１および前記第２のセットの走査データを分析して、情報マーカの情報を獲得し
、予想される解剖学的に形付けられた歯肉のエマージェンスプロファイル情報を獲得する
ステップと、
　前記第１および前記第２のセットの走査データから前記口の少なくとも一部の３次元モ
デルを生成するステップと、
　前記３次元モデルから患者固有のアバットメントを設計するステップとを含む方法。
（参考発明４４）
　前記仮の補綴物が前記仮のアバットメントにスナップ嵌め係合して取り付けられる、参
考発明４３に記載の方法。
（参考発明４５）
　前記３次元モデルから前記患者固有のアバットメントを製造する命令を生成し、前記命
令を切削機械に転送するステップをさらに含む、参考発明４３に記載の方法。
（参考発明４６）
　前記仮の補綴物を取り囲む歯肉組織が治癒された後に、前記仮の補綴物を取り外し、前
記仮の補綴物の解剖学的な歯の形状のプロファイルを修正するステップをさらに含む、参
考発明４３に記載の方法。
（参考発明４７）
　前記修正された仮の補綴物を再び走査して、第３のセットの走査データを生成し、前記
第３のセットの走査データに基づいて前記口の少なくとも一部の前記３次元モデルを修正
するステップをさらに含む、参考発明４６に記載の方法。
（参考発明４８）
　前記患者固有のアバットメントを前記３次元モデルから製造し、前記患者固有のアバッ
トメントを前記インプラントに取り付けるステップをさらに含む、参考発明４３に記載の
方法。
（参考発明４９）
　患者の口内に設置されたインプラントに結合される患者固有のアバットメントを作製す
る方法であって、
　仮のアバットメントを前記インプラントに非回転状態に取り付け、前記仮のアバットメ
ントが前記インプラントの１つまたは複数の特性を示す少なくとも１つの情報マーカを含
むステップと、
　仮のアバットメントキャップを前記仮のアバットメント上にスナップ嵌めして、前記仮
のアバットメントキャップが前記仮のアバットメントから取り外し可能であるようにし、
前記仮のアバットメントの前記少なくとも１つの情報マーカを少なくとも部分的に覆い隠
すようにするステップと、
　仮の補綴物を前記仮のアバットメントキャップに取り付けるステップと、
　前記仮の補綴物、前記仮のバットメントキャップ、および前記仮のアバットメントを取
り囲む歯肉組織が治癒される十分な期間の後に、前記仮の補綴物および前記仮のアバット
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　前記除去するステップの後に前記仮のアバットメントを含む前記口の少なくとも一部を
走査して走査データを生成するステップと、
　前記走査データから前記仮のアバットメントに隣接する前記歯肉組織についてのエマー
ジェンスプロファイル情報および前記仮のアバットメントからの情報マーカの情報を獲得
するステップと、
　前記歯肉組織についての前記エマージェンスプロファイル情報および前記情報マーカの
情報に基づいて、前記口の少なくとも一部の３次元モデルを生成するステップと、
　前記３次元モデルから患者固有のアバットメントを設計するステップとを含む方法。
（参考発明５０）
　前記スナップ嵌めするステップが前記仮のアバットメントの対応する部分の周囲で前記
仮のアバットメントキャップの底部をシールするステップを含む、参考発明４９に記載の
方法。
（参考発明５１）
　前記仮のアバットメントキャップがアパーチャを含み、前記方法が、前記仮のアバット
メントを前記歯科インプラントに締結装置によって取り外し可能に固定して、前記締結装
置の頭部が前記アパーチャ内に少なくとも部分的に突き出て前記仮のアバットメントキャ
ップと係合し、前記仮のアバットメントキャップに横方向の支持を与えるステップをさら
に含む、参考発明４９に記載の方法。
（参考発明５２）
　前記仮のアバットメントがフランジを含み、前記フランジの少なくとも一部が前記歯肉
組織を解剖学的に形付けるための形状を有し、前記スナップ嵌めするステップが前記仮の
アバットメントキャップを前記仮のアバットメント上にスナップ嵌めして、前記仮のアバ
ットメントキャップの底端部が前記フランジと位置合わせされ、前記歯肉組織を解剖学的
に形付けるための形状の延長部を設けるステップをさらに含む、参考発明４９に記載の方
法。
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