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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科用インプラントであって、
　近位端、遠位端、近位端と遠位端の間に延びる外部表面を含み、縦軸を持つ本体であっ
て、遠位端が、実質的に平坦でありかつインプラントの縦軸に垂直である上部表面を規定
する本体と、
　上部表面内に形成される開放ソケットであって、上部表面から延びかつインプラントの
縦軸に向けて内向きに先細りとなる少なくとも一つの表面を含む開放ソケットと、
を含み、
　インプラントの上部表面が外周と、開放ソケットにより規定される内周とを持ち、外周
と内周の間の距離が少なくとも０．２ミリメートルに等しいかまたはそれより大きいこと
、
　内向きに先細りとなる少なくとも一つの表面が、インプラントの上部表面から延びる実
質的に円錐形の部分を形成すること、
　実質的に円錐形の部分が縦軸に関して１０度～２０度の円錐半角を規定すること、及び
　円錐形の部分の長さとインターロック凹所の長さの比が１：１であることを特徴とする
歯科用インプラント。
【請求項２】
　実質的に円錐形の部分が縦軸に関して１２度の円錐半角を規定することを特徴とする請
求項１に記載の歯科用インプラント。
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【請求項３】
　円錐形の部分が、上部表面から縦軸に沿った方向に測定すると少なくとも１ｍｍに等し
いかまたはそれより大きい長さを持つことを特徴とする請求項１に記載の歯科用インプラ
ント。
【請求項４】
　実質的に円錐形の部分の下に配置された少なくとも一つの回転防止機能を含むインター
ロック凹所、及びインターロック凹所の下に配置されたねじ山を含むねじ付き部分をさら
に含むことを特徴とする請求項１に記載の歯科用インプラント。
【請求項５】
　インターロック凹所が少なくとも一つの平坦側面を含むことを特徴とする請求項４に記
載の歯科用インプラント。
【請求項６】
　開放ソケットのねじ付き部分とインターロック凹所の間に配置された実質的に円筒形部
分をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の歯科用インプラント。
【請求項７】
　インプラントの外部表面が、組織成長を強化するように処理された表面を備えており、
この処理表面がインプラントの上部表面の上に延びていることを特徴とする請求項１に記
載の歯科用インプラント。
【請求項８】
　処理表面が結晶性のリン酸塩濃縮酸化チタンミクロ構造表面を含むことを特徴とする請
求項７に記載の歯科用インプラント。
【請求項９】
　外周と内周の間の距離が０．２５ミリメートルであることを特徴とする請求項１に記載
の歯科用インプラント。
【請求項１０】
　歯科用要素であって、
　近位端、遠位端、近位端と遠位端の間に延びる外部表面を含み、縦軸を持つ本体であっ
て、遠位端が、上部表面を規定する本体と、
　上部表面内に形成された開放ソケットであって、上部表面から延びる実質的に円錐形の
部分と、実質的に円錐形の部分の下に配置された少なくとも一つの平坦側面を含むインタ
ーロック部分と、インターロック領域の下に配置されたねじ山を含むねじ付き部分とを含
む開放ソケットと、
を含み、
　円錐形の部分の長さとインターロック部分の長さの比が１：１であることを特徴とする
歯科用要素。
【請求項１１】
　一つの平坦側面の少なくとも一部分が実質的に円錐形の部分中に延びることを特徴とす
る請求項１０に記載の歯科用要素。
【請求項１２】
　少なくとも一つの平坦側面の一部分が実質的に円錐形の部分の長さの少なくとも１／２
まで延びることを特徴とする請求項１１に記載の歯科用要素。
【請求項１３】
　インターロック部分の少なくとも一つの平坦側面が正方形凹所、六角形凹所、及び八角
形凹所の少なくとも一つを形成することを特徴とする請求項１０に記載の歯科用要素。
【請求項１４】
　実質的に円錐形の部分が１０度～２０度の円錐半角を規定することを特徴とする請求項
１０に記載の歯科用要素。
【請求項１５】
　インプラントの上部表面が外周と、開放ソケットにより規定される内周とを持ち、外周
と内周の間の距離が少なくとも０．２ミリメートルに等しいかまたはそれより大きいこと
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を特徴とする請求項１０に記載の歯科用要素。
【請求項１６】
　インプラントの上部表面が外周と、開放ソケットにより規定される内周とを持ち、外周
と内周の間の距離が０．２５ミリメートルであることを特徴とする請求項１０に記載の歯
科用要素。
【請求項１７】
　歯科用システムであって、
　近位端、遠位端、近位端と遠位端の間に延びる外部表面を含み、縦軸を持つ本体であっ
て、遠位端が上部表面を規定する本体と、
　上部表面内に形成された開放ソケットであって、上部表面から延びる実質的に円錐形の
部分と、実質的に円錐形の部分の下に配置された少なくとも一つの平坦側面を含むインタ
ーロック部分と、インターロック領域の下に配置されたねじ山を含むねじ付き部分とを含
む開放ソケットと
を含む第一歯科用要素；及び
　インプラントの上部表面に対して接触するように構成された下部表面と、下部表面から
延びかつ開放ソケットの円錐形の部分とスリップ嵌合で係合するように構成されたポスト
とを含む第二歯科用要素；
を含むこと、及び
　円錐形の部分の長さとインターロック部分の長さの比が１：１であることを特徴とする
歯科用システム。
【請求項１８】
　上部表面と、開放ソケット内に嵌るように構成された下方部分とを含む第三歯科用要素
をさらに含み、下方部分が、歯科用インプラントの円錐形の部分と先細り嵌合でかみ合う
ように構成された円錐形領域を含むことを特徴とする請求項１７に記載の歯科用システム
。
【請求項１９】
　上方部分と、開放ソケット内に嵌るように構成された下方部分とを含む第三歯科用要素
をさらに含み、下方部分が、歯科用インプラントのインターロック部分とかみ合うように
構成されたインターロック領域と、歯科用インプラントの円錐形の部分と先細り嵌合でか
み合うように構成された円錐形領域とを含むことを特徴とする請求項１７に記載の歯科用
システム。
【請求項２０】
　インターロック部分の少なくとも一つの平坦側面が正方形凹所、六角形凹所、及び八角
形凹所の少なくとも一つを形成することを特徴とする請求項１９に記載の歯科用システム
。
【請求項２１】
　実質的に円錐形の部分が１０度～２０度の円錐半角を規定することを特徴とする請求項
１７に記載の歯科用システム。
【請求項２２】
　実質的に円錐形の部分が１２度の円錐半角を規定することを特徴とする請求項１７に記
載の歯科用システム。
【請求項２３】
　インプラントの上部表面が外周と、開放ソケットにより規定された内周とを持ち、外周
と内周の間の距離が少なくとも０．２ミリメートルに等しいかまたはそれより大きいこと
を特徴とする請求項１７に記載の歯科用システム。
【請求項２４】
　インプラントの上部表面が外周と、開放ソケットにより規定された内周とを持ち、外周
と内周の間の距離が０．２５ミリメートルであることを特徴とする請求項１７に記載の歯
科用システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的にインプラント歯科学、より詳細には歯科用インプラント及びそれら
のかみ合い要素に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インプラント歯科学は、人工要素を使用する患者の口内の一つ以上の歯の修復を含む。
かかる人工要素は典型的には、補綴歯（例えば歯冠）を支持する歯科用インプラント、イ
ンプラントで支持したブリッジまたはインプラントで支持した義歯を含む。歯科用インプ
ラントは典型的には純チタンまたはチタン合金から作られる。歯科用インプラントは本体
部及びカラーを含むことができる。本体部は歯槽骨中に延びかつそれとオッセオインテグ
レートするように構成されている。カラーの上面は典型的には顎骨の稜と同一平面に置か
れる。アバットメント（例えば最終アバットメント）は典型的には上面の上に置かれ、歯
槽骨の上にある軟組織を通って延びる。最近、幾つかの歯科用インプラントは顎骨の稜の
上にかつ軟組織を通って延びるカラーを持つ。ある方法では、歯科用インプラントは単独
の歯を修復するために使用されることができる。かかる方法において、歯科用インプラン
トは単独の歯修復物（例えば歯冠）を支持するように構成されており、それはインプラン
トの上に直接またはアバットメントの上に取付けられることができる。他の方法では、一
つ以上の歯科用インプラントが複数の歯を修復するために使用される。かかる方法では、
一つ以上のインプラントがインプラントに直接またはマルチユニットアバットメントを通
って間接的に取付けられることができるインプラントで支持したブリッジまたはインプラ
ントで支持した義歯を支持するように構成されることができる。
【０００３】
　歯科用インプラントとアバットメントまたは他のかみ合い要素の間の連結界面を提供す
るための種々の連結台座が従来から知られている。一般的に、連結台座は外部または内部
として特徴付けられることができる。外部連結台座の例はインプラントの近位端に六角形
突起を持つ歯科用インプラントである。例えばＮｏｂｅｌ　Ｂｉｏｃａｒｅ（商標）によ
り販売されているＢｒａｎｅｍａｒｋ　Ｓｙｓｔｅｍ（登録商標）参照。内部連結台座の
例は米国特許第６７３３２９１号に見出されることができ、それはアバットメントとかみ
合うための内部多重ローブ付きインターロックを持つ歯科用インプラントを記載する。ま
た、Ｎｏｂｅｌ　Ｂｉｏｃａｒｅ（商標）により販売されているＮｏｂｅｌ　Ｒｅｐｌａ
ｃｅ（商標）参照。内部連結の別の例は米国特許第４９６０３８１号であり、それは円錐
形上部を持つソケット、円錐形上部の下の位置合せ部、及び位置合せ部の下のめねじ付き
軸を含む歯科用インプラントを開示する。
【０００４】
　かかる先行技術の歯科用インプラントは成功したけれども、歯科用インプラントとアバ
ットメントの間の連結台座を改良するための継続した要望がある。かかる改良台座は有利
には、回転に耐える丈夫な回転防止構造を提供し、かみ合い要素とインプラントの間の強
い封止を提供しながら、かみ合い要素と歯科用インプラントの間の割送り機能を提供する
であろう。また、インプラントが単独の歯修復物並びにインプラントで支持したブリッジ
または義歯の両方を支持するために使用されることができるように連結台座が種々のタイ
プの臨床方法に適合することが望ましいであろう。加えて、歯槽骨とオッセオインテグレ
ートする歯科用インプラントの能力を改良し続け、一般的に歯肉の健康と美しさを促進す
ることが有利であるだろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、本発明の一実施態様は歯科用インプラントを含む。この歯科用インプラントは
本体を含み、この本体は本体中に形成された開放ソケットを持つ。本体は近位端、遠位端
、及び近位端と遠位端の間に延びる外部表面を含むことができる。本体は縦軸を持つこと
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ができ、遠位端は、実質的に平坦でありかつインプラントの縦軸に垂直な上部表面を構成
することができる。開放ソケットは本体の上部表面内に形成されることができる。開放ソ
ケットは上部表面から延びる少なくとも一つの先細り表面を含むことができる。幾つかの
実施態様では、インプラントの上部表面は外周及び開放ソケットにより規定される内周を
持つことができ、そこでは外周と内周の間の距離は少なくとも０．２ミリメートルに等し
いかまたはそれより大きい。ある構成では、インプラントの上部表面はインプラントで支
持したブリッジ及び／または義歯のようなマルチユニット歯科用修復物を支持するために
使用されることができる。
【０００６】
　ある実施態様では、インターロック部は先細り表面の下に形成され、インターロック部
は正方形凹所、六角形凹所、及び八角形凹所の少なくとも一つを形成することができる少
なくとも一つの平坦側面を含む。他の実施態様では、少なくとも一つの平坦側面の一部は
開放ソケットの実質的に円錐形の部分中に延びることができる。
【０００７】
　歯科用インプラントはまた、少なくとも一つの先細り表面が約１０度～約２０度の円錐
半角を規定する実質的に円錐形部分を形成するように構成されることができる。他の実施
態様では、実質的に円錐形部分は約１２度である円錐半角を規定する。円錐形部分の長さ
とインターロック部分の長さの比は約１：１であることができる。一実施態様では、円錐
形部分は約１ミリメートルのインプラントの上部表面から垂直に測った長さを持つ。それ
に加えて及び／またはそれに代えて、インターロック部分は約１ミリメートルの長さを持
つことができる。
【０００８】
　さらに他の実施態様では、歯科用インプラントはインターロック部分と開放ソケットの
ねじ付き部分との間に配置された実質的に円筒形の部分をさらに含むことができる。さら
に他の実施態様では、インプラントの外部表面は組織成長を強めるために処理された表面
を備えることができる。
【０００９】
　本発明の別の実施態様によれば、歯科用インプラントは本体と本体内に形成された開放
ソケットとを含むものが提供される。本体は近位端、遠位端、及び近位端と遠位端との間
に延びる外部表面を含むことができる。本体は縦軸を持つことができ、遠位端は上部表面
を規定することができる。さらに、開放ソケットは本体の上部表面内に形成されることが
できる。開放ソケットは上部表面から延びる実質的に円錐形の部分、実質的に円錐形の部
分の下に配置された少なくとも一つの平坦側面を含むインターロック部分、及びインター
ロック領域の下に配置されたねじ山を含むねじ付き部分を含むことができる。ある実施態
様では、円錐形部分の長さとインターロック部分の長さとの比は約１：１である。
【００１０】
　他の実施態様では、インターロック部分の少なくとも一つの平坦側面は正方形凹所、六
角形凹所、及び八角形凹所の少なくとも一つを形成することができる。少なくとも一つの
平坦側面の部分は開放ソケットの実質的に円錐形部分中に延びることができる。実質的に
円錐形の部分は約１０度～約２０度の円錐半角を規定することができる。さらに、少なく
とも一つの平坦側面の一部分は実質的に円錐形区域の長さの少なくとも１／２内に延びる
ことができる。
【００１１】
　本発明のさらに別の実施態様では、第一歯科用要素、第二歯科用要素、及び／または第
三歯科用要素を含むシステムが提供される。第一歯科用要素は近位端、遠位端、及び近位
端と遠位端の間に延びる外部表面を含む本体を含むことができる。本体は縦軸を持つこと
ができ、遠位端は上部表面を規定することができる。第一歯科用要素はまた、本体の上部
表面に形成された開放ソケットを含むことができる。開放ソケットは上部表面から延びる
実質的に円錐形の部分、実質的に円錐形の部分の下に配置された少なくとも一つの平坦側
面を含むインターロック部分、及びインターロック領域の下に配置されたねじ山を含むね
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じ付き部分を含むことができる。
【００１２】
　このシステムは、インプラントの開放ソケットの円錐形部分内に嵌りかつインプラント
の円錐形の部分と滑り嵌合で係合するように構成されている第二歯科用要素を含むことが
できる。加えて、インターロック部分の少なくとも一つの平坦側面は正方形凹所、六角形
凹所、及び八角形凹所の少なくとも一つを形成することができる。さらに、実質的に円錐
形の部分は約１０度～約２０度の円錐半角を規定することができる。
【００１３】
　第三歯科用要素は上方部分とインプラントの開放ソケット内に嵌る形状をした下方部分
を含むことができる。下方部分は歯科用インプラントのインターロック部分とかみ合うよ
うに構成されたインターロック領域及び歯科用インプラントの円錐形の部分と先細り嵌合
でかみ合う形状をした円錐形領域を含むことができる。
【００１４】
　別の実施態様では、第三歯科用要素は上部表面と開放ソケット内に嵌る下方部分を含む
ことができる。下方部分は、歯科用インプラントの円錐形の部分と先細り嵌合でかみ合い
かつインプラントのインターロック部分中に延びるがインターロック部分と係合しないよ
うに構成された円錐形領域を含むことができる。かかる実施態様では、インターロック部
分の少なくとも一つの平坦側面は正方形凹所、六角形凹所、及び八角形凹所の少なくとも
一つを形成することができることが考えられる。さらに、実質的に円錐形の部分は約１０
度～約２０度の円錐半角を規定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　ここに開示された本発明の上述の及び他の特徴は好適実施態様の図面を参照して以下に
説明される。図面は以下の図を含む。
【００１６】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の一実施態様による歯科用インプラントの上部正面透視図で
ある。
【００１７】
【図１Ｂ】図１Ｂは、図１Ａの歯科用インプラントの拡大上部側面透視図である。
【００１８】
【図１Ｃ】図１Ｃは、図１Ａの歯科用インプラントの拡大断面側面図である。
【００１９】
【図１Ｄ】図１Ｄは、図１Ａの歯科用インプラントの平面図である。
【００２０】
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の一実施態様によるアバットメントの底部側面透視図である
。
【００２１】
【図２Ｂ】図２Ｂは、図２Ａのアバットメントの底面図である。
【００２２】
【図２Ｃ】図２Ｃは、図２Ｂの線２Ｃ－２Ｃに沿って取った断面側面図である。
【００２３】
【図３Ａ】図３Ａは、アバットメントの別の実施態様の底部側面透視図である。
【００２４】
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３Ａのアバットメントの底面図である。
【００２５】
【図４Ａ】図４Ａは、一実施態様によるアバットメントの透視図である。
【００２６】
【図４Ｂ】図４Ｂは、図４Ａのアバットメントの底面図である。
【００２７】
【図５Ａ】図５Ａは、結合要素の平面図である。
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【００２８】
【図５Ｂ】図５Ｂは、図５Ａの線５Ｂ－５Ｂを通して取った断面側面図である。
【００２９】
【図６】図６は、図５Ａの結合要素とともに取付けられた図１Ａのインプラント及び図２
Ａのアバットメントの断面側面図である。
【００３０】
【図７Ａ】図７Ａは、図１Ａの歯科用インプラントと作用し合うように構成された挿入ツ
ールの一実施態様である。
【００３１】
【図７Ｂ】図７Ｂは、図７Ａの挿入ツールと作用し合った図１Ａの歯科用インプラントの
拡大断面側面図である。
【００３２】
【図７Ｃ】図７Ｃは、挿入ツールの別の実施態様の側面図である。
【００３３】
【図７Ｄ】図７Ｄは、図７Ｃの挿入ツールに結合されるように構成されたクリップの正面
図である。
【００３４】
【図８Ａ】図８Ａは、さらに別の実施態様によるアバットメントの側面図である。
【００３５】
【図８Ｂ】図８Ｂは、アバットメントの別の実施態様の側面図である。
【００３６】
【図９】図９は、図１Ａのインプラント中に挿入されることができるアバットメントの別
の実施態様の側面図である。
【００３７】
【図１０Ａ】図１０Ａは、図９に示されたアバットメント上に取付けられることができる
暫間コーピングの一実施態様の側面図である。
【００３８】
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、図１０Ａの暫間コーピングの断面側面図である。
【００３９】
【図１１Ａ】図１１Ａは、図９に示されたアバットメント上に取付けられることができる
ヒーリングコーピングの一実施態様の側面図である。
【００４０】
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、図１１Ａの暫間コーピングの断面側面図である。
【００４１】
【図１２Ａ】図１２Ａは、図９に示されたアバットメント上に取付けられることができる
印象用コーピングの一実施態様の底面透視図である。
【００４２】
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、図１２Ａの印象用コーピングの断面側面図である。
【００４３】
【図１３Ａ】図１３Ａは、さらに別の実施態様による別のアバットメントの側面図である
。
【００４４】
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、図１Ａのインプラント中に挿入された図１３Ａのアバットメン
トの側面図である。
【００４５】
【図１４Ａ】図１４Ａは、インプラントで支持されたブリッジ及び一組の歯科用インプラ
ントの透視図である。
【００４６】
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、図１４Ａのインプラントで支持されたブリッジの底面図である
。
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【００４７】
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、図１４Ａのインプラントで支持されたブリッジ及び歯科用イン
プラントの一つの側面断面図である。
【００４８】
【図１５Ａ】図１５Ａは、さらに別の実施態様によるインプラントレプリカの側面図であ
る。
【００４９】
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、図１５Ａのインプラントレプリカの側面断面図である。
【００５０】
【図１６Ａ】図１６Ａは、上部構造物の透視側面図である。
【００５１】
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、図１６Ａの上部構造物の断面側面図である。
【００５２】
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、図１６Ａの上部構造物のコーピングの側面図である。
【００５３】
【図１６Ｄ】図１６Ｄは、図１６Ｃのコーピングの断面図である。
【００５４】
【図１７Ａ】図１７Ａは、アバットメントの別の実施態様の側面透視図である。
【００５５】
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、図１７Ａのアバットメントの側面図である。
【００５６】
【図１７Ｃ】図１７Ｃは、図１７Ａのアバットメントの断面側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　図１Ａ－１Ｄは、本発明による特定の特徴と態様を持つ歯科用インプラント２０の一実
施態様を示す。以下にさらに詳細に述べられるように、歯科用インプラント２０は、単独
の歯科用修復物（例えば歯冠）を支持するために使用されることができ及び／または複数
の歯科用修復物（例えばインプラントで支持されたブリッジまたは義歯）を支持するため
に使用されることができる。
【００５８】
　最初に図１Ａ－１Ｄを参照すると、図示されたインプラント２０は連結部分１８ａを含
み、それは、以下に述べられるように、歯科用アバットメント、ヒーリングキャップ、印
象用コーピング、及び／またはインプラントで支持されたブリッジまたは義歯のような別
の歯科用要素に歯科用インプラント２０を連結するために使用されることができる。図１
Ａに最良に見られるように、歯科用インプラント２０はまた、インプラント２０の近位端
２２からインプラント２０の遠位端２４まで延びる本体２６を含むことができる。歯科用
インプラント２０はチタンから作られることができるが、種々のタイプのセラミックスの
ような他の材料も使用されることができる。
【００５９】
　本体２６は好ましくは外部表面２８を含む。図示された構成では、外部表面２８は本体
２６の周りに螺旋形に延びるねじ山３０を含む。従来技術で知られるように、ねじ山３０
は、歯槽骨とオッセオインテグレートする歯科用インプラントの能力を改善することがで
きかつ安定性を改善することができる。しかし、他の実施態様では、本体２６はねじなし
であることができる。加えて、歯科用インプラント２０は種々のタイプのねじ山構成を利
用することができる。かかるねじ山構成の例は、商標Ｎｏｂｅｌ　Ｒｅｐｌａｃｅ（商標
）Ｔａｐｅｒｅｄ及びＮｏｂｅｌ　Ｒｅｐｌａｃｅ（商標）Ｓｔｒａｉｇｈｔの下に販売
されたねじ付きインプラント、ＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＩＬ２００４／００４３８号に記載さ
れたねじ付き構成（この全体が参考までにここに組入れられる）及びこの出願と同日付け
で代理人整理番号ＮＯＢＥＬＢ．２６４Ａの下に出願された「歯科用インプラント」と称
する本出願人の同時係属出願に記載されたねじ付き構成（この全体が参考までにここに組
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入れられる）を含む。
【００６０】
　図１Ａと１Ｃを参照すると、本体２６は、略先細り状の遠位部分７を持つ略円筒形近位
部分またはカラー９を含むことができる。図示された実施態様では、カラー９は一対の周
囲が略半円形の溝を含むことができ、それは一実施態様では約１５０ミクロンのさしわた
し幅と約５０ミクロンの深さを持つ。変更された実施態様では、カラー９は、より多い、
もしくはより少ない溝を備えることができ、または溝なしであることができ、及び／また
は異なる寸法及び形状を持つ溝を備えることができる。他の実施態様では、周囲突起また
はマイクロねじ山がカラー９上に設けられることができる。一般的に、カラー９上のかか
る構造は有利にはより硬い皮質骨に載せるように構成されており、それを通してインプラ
ント２０は挿入されるがインプラント２０のねじ山３０に比べたときより少ない範囲まで
挿入され、それは皮質骨の下に位置した海綿状網状骨と係合するように構成されることが
できる。他の実施態様では、カラー９は内向きに先細りとなることができ、または逆方向
に先細りを持つことができる。
【００６１】
　続けて図１Ａと図１Ｃを参照すると、上述のように、図示された実施態様におけるねじ
山３０は、皮質骨の下に位置した海綿状網状骨と係合するように構成された比較的粗いね
じ山である。網状骨の保持力を補助するのに加えて、本体２６は好ましくはカラー９から
インプラント２０の遠位端まで角度Ａで先細りとなる。一実施態様では、角度Ａはインプ
ラントの長さに沿って変わることができ、一実施態様では可変角度は遠位部分の角度が近
位部分のそれより浅くなるように変わることができる。さらに、ねじ山３０の面３１はま
た、角度Ｂを持つ円錐形状を形成することができ、それもまたインプラント２０の長さに
沿って変わることができる。ねじ山３０の面３１により規定される角度は、インプラント
本体２６により形成された変わる円錐角とは異なることができる。すなわち、インプラン
ト本体２６の下方部分３４により規定される円錐角は、ねじ山３０により形成された円錐
角より浅くすることができる。図示された実施態様は前述の円錐角の関係を利用するけれ
ども、他の適切な関係が使用されることができる。かかる適切な関係は、円錐形でなく略
円筒形状を規定するねじ山３０またはインプラント本体２６の円錐角に密接に合致する円
錐角を規定するねじ山３０を含むことができる。他の実施態様では、本体２６及び／また
はねじ山３０の面３１は実質的に円筒形であることができる。また、本体２６がセルフタ
ッピンねじであるように構成されることができることが認識されるべきである。
【００６２】
　ねじ山３０に加えてまたはねじ山３０の代替として、インプラント２０の外部表面２８
はオッセオインテグレーション及び／または軟組織の健康を促進するように構成された種
々の他の表面特徴を備えることができる。例えば、外部表面２８の表面積は、例えば酸腐
食、グリットブラスト、及び／または機械加工によるような幾つかの異なる態様でインプ
ラント本体２６を粗面化することにより増やされることができる。外部表面２８はまた、
オッセオインテグレーションを促進するように構成された物質（例えば成長因子、骨形態
発生タンパク質（ＢＭＰ））で被覆されることができる。ある実施態様では、被覆はイン
プラント本体２６の表面積の減少または増加をもたらすことができる。リン酸三カルシウ
ム（ＴＣＰ）及びヒドロキシアパタイト（ＨＡ）のようなリン酸カルシウムセラミックス
は、外部表面２８の化学的性質を変えることによりオッセオインテグレーションを強化す
ることができる物質の例である。他の実施態様では、外部表面２８は、例えばオッセオイ
ンテグレーションを促進するように構成されかつ単独でまたは上述の粗面化及び／または
被覆と組合せて使用されることができるねじ山、マイクロねじ山、くぼみ、及び／または
溝のような巨視的構造を含むことができる。一実施態様では、外部表面２８は低マイクロ
メートル範囲の開放細孔を持つ高結晶性かつリン酸濃縮酸化チタンミクロ構造の表面のよ
うなミクロ構造表面を含む。かかる表面の例はＮｏｂｅｌ　Ｂｉｏｃａｒｅ　ＡＢ（商標
）により商標ＴｉＵｎｉｔｅ（商標）の下に販売されている。別の実施態様では、ジルコ
ニウムセラミック本体がミクロ構造表面を提供するために多孔性ジルコニウムで被覆され
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ることができることが特に有利である。別の実施態様では、ミクロ構造表面はオッセオイ
ンテグレーションを促進するように構成された物質（例えばＢＭＰ）で被覆されることが
できる。
【００６３】
　特に図１Ｂ－Ｃを参照すると、図示された連結部１８ａはインプラント２０の上部表面
２１を含み、それはインプラント２０の近位端２２により規定される。図示された実施態
様では、上部表面２１は、インプラント２０の縦軸Ｌに略垂直に延びる実質的に平らなま
たは平坦な表面を含む。面取りされた縁２３が、面取りされた縁２３と上部表面２１の外
周及び上部表面２１の内周を規定する内部ソケット６６を規定する上部表面２１との間に
界面を持って、インプラント２０の上部表面２１とインプラント２０の本体２６の外部表
面２８との間に延びることができる。一つの構成において、インプラント２０の外部表面
は、上述のように、オッセオインテグレーション及び／または軟組織の一体化を促進する
ために構成された特徴（例えば濃縮酸化チタン表面）を含む。かかる実施態様では、オッ
セオインテグレーション及び／または軟組織を促進するように構成された特徴はまた、上
部表面２１上に延びることができ、別の実施態様では、この特徴はインプラント２０の上
部表面２１全体を実質的に覆うことができる。しかし、他の実施態様では、上部表面２１
は、以下に述べられるように、他の要素とのかみ合せ及び封止を促進するためのどのよう
な追加の特徴もなしに形成されることができる。
【００６４】
　図１Ｂ－Ｄに示されるように、内部または開放ソケット６６はインプラント２０の上部
表面２１内に開放端を持つ。図示された構成では、ソケット６６は実質的に円錐形のまた
は先細りの部分６８を含み、それはインターロック凹所７４の上に位置しており、インタ
ーロック凹所７４はまた、ソケット６６のねじ付き部分７０の上に位置している。
【００６５】
　特に図１Ｃを参照すると、先細り部分６８は、インプラント２０の縦軸Ｌに関して内向
きに先細りとなっている先細り側壁または表面８０により規定された略円錐形状を持つ。
図示された実施態様では、インターロック凹所７４はまた、六角形の形の断面形状を持つ
略六角形凹所を形成する複数の相互連結された実質的に平らな側壁７９により規定される
。平らな面７９は丸い角部７８（図１Ｄ参照）により相互連結されることができる。以下
に述べられるように、インターロック凹所７４はインプラント２０とかみ合い要素の間の
回転に抵抗する表面７９を提供し、及び／またはインプラント２０に割送り機能を与える
。変更された実施態様では、インターロック凹所７４は、例えば正方形、八角形、及び／
または突出部または凹所の種々の組合せのような他の形状を持つことができる。
【００６６】
　特に図１Ｃと１Ｄを参照すると、図示された構成では、円錐形部分６８の略円錐形形状
とインターロック凹所７４の略六角形形状は角部７８をもたらすことができ、インターロ
ック凹所７４の側壁７０の部分は円錐形部分６８の側壁８０の実質的な部分中に延びる。
すなわち、図示された実施態様では、角部７８及び角部７８に近い側壁７９の特定部分は
、インターロック凹所７４の角部７８から距離を置かれた平らな側面７９の部分に比べた
とき円錐形部分６８中にさらに延びるであろう。従って、インターロック凹所７４の平ら
な面７９は円錐形部分６８の少なくとも一部分に沿って上向きに延びるように構成される
ことができる。図１Ｃの図示された実施態様では、平らな面７９及び角部７８は円錐形部
分６８の略中間点まで延びることができる。一実施態様では、インターロック凹所７４と
円錐形部分６８の間のこの界面は、円錐形部分を次いでインターロック凹所７４を機械加
工ツールにより継続的に形成することにより（または逆の順序により）形成されることが
できる。図示された構成は、それがソケット６６の二つの部分間の滑らかな移行をもたら
し、応力集中及び上昇を減らす点で有利である。以下の説明において、インターロック凹
所７４の特徴を含む円錐形部分６８の部分は移行領域７１と呼ばれるであろう。
【００６７】
　図１Ｃで最も良く見られるように、インターロック凹所７４の下には、ねじ付き室７０
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の上に設けられかつ略円筒形側壁８４により規定される副室７７があることができる。図
示された実施態様では、副室７７は、ねじ付き室７０の最大大きさよりわずかに大きくす
ることができる直径を持つ実質的に円形断面を持つ。さらに、副室７７は好ましくは、イ
ンターロック凹所７４またはねじ付き室７０に比べたとき比較的短い。副室７７はツール
と共に使用されることができ、以下により詳細に述べられるであろう。副室７７はまた、
ねじ付き部分７０とインターロック凹所７４の間の移行を提供するために使用されること
ができ、ソケット６６の効率的な機械加工を容易にしうる。他の実施態様では、副室７７
は除去されることができる。
【００６８】
　続けて図１Ｂ－１Ｄを参照すると、インターロック凹所７４の角部７８は好ましくは、
ソケット６６を機械加工ツールで機械加工するのを容易にするように丸くなっている。従
って、ある実施態様では、インターロック部分７５の形状は、それが円筒形フライス加工
刃先の端部により容易に切削されることができるように構成されることができる。しかし
、インターロック部分７５の形状は、他の実施態様では四つの角部を含むことができる。
加えて、上述のように、インターロック凹所７４の形状は正方形、八角形もしくは三角形
、またはそれらの組合せのような他の多角形状に変更されることができる。
【００６９】
　連結部分１８ａは有利には、強化された連結界面を提供しかつインプラント２０が多数
のタイプの歯科用要素とかみ合うことができるように柔軟性を提供するように構成されて
いる。特に、上述のように、円錐形部分６８は、インプラント２０の縦軸Ｌに関して内向
きに先細りとなる側壁８０を含み、ソケット６６のためのより幅広の初期開口８２を提供
する。図１Ｃを参照して、円錐形室６８の特別な幾何学的形状は縦軸Ｌに関して円錐半角
αを規定する。一実施態様では、円錐半角αは約１０度～約２０度にある。すなわち、内
壁８０と縦方向中心線Ｌとの間の角度は好ましくは約１０度～約２０度にある。一実施態
様では、円錐半角は約１２度である。
【００７０】
　以下に述べられるように、円錐形部分６８は有利には、かみ合い要素の対応する先細り
部分のためのかみ合い先細り表面を提供する。この態様では、円錐形部分６８は、かみ合
い要素と歯科用インプラント２０との間の先細り嵌合または連結を作るために使用される
ことができる。先細り連結はかみ合い要素と歯科用インプラント２０との間の強化された
封止を提供し、体液及び細菌がソケット６６に入るのを防ぐ。加えて、円錐形部分はまた
、有利には先細り連結の封止利益とツールなしで円錐形室６８中に挿入された円錐形かみ
合い部分を除去する能力とをバランスさせる。１２度円錐半角はこれらの利益間の改善さ
れたバランスを提供することが見出された。
【００７１】
　図示された実施態様の別の利益は円錐形部分６８の長さ（ｄ１）とインターロック凹所
７４の長さ（ｄ２）との間の比である。図１Ｃを参照すると、図示された構造では、円錐
形部分６８の長さのインターロック室の長さに対する比は約１：１である。一つの好適な
実施態様では、円錐形部分６８の深さ（ｄ１）は少なくとも約１ｍｍであり、インターロ
ック凹所７４の深さ（ｄ２）は少なくとも約１ｍｍである。図１Ｃに示すように、円錐形
部分６８の長さ（ｄ１）はインプラント２０の上部表面２１から円錐形部分６８の先細り
表面８０が終わるソケット６６の部分までの垂直方向に測定した距離である。従って、円
錐形部分６８の長さ（ｄ１）は上述の移行領域７１を含む。インターロック凹所７４の長
さ（ｄ２）は円錐形部分６８の端部（すなわち移行領域７１を除外する）からインターロ
ック凹所７４の端部まで垂直方向に測定される。円錐形部分６８の深さ及び長さとインタ
ーロック凹所７４の深さ及び長さとの比は有利には、効果的な封止を提供するのに十分に
長い先細り連結と十分に長いインターロック凹所７４の利益を兼ね備え、インプラントが
患者に埋設されるときに十分な駆動トルクがインプラント２０に伝達されることができる
。
【００７２】
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　加えて、上述のように、図示された実施態様では、インプラント２０の本体２６は、先
細りとなっておりかつねじ山３０を含む。続けて図１Ｃを参照すると、図示された実施態
様では、インターロック領域７４はインプラント本体２６の実質的に円筒形カラー９の下
（すなわちインプラント２０の縦軸Ｌに関して）に配置され、かつねじ山３０はインター
ロック凹所７４の端部の上（再度、縦軸Ｌに関して）に延びる。先細り本体２６と深いね
じ山３０の組合せは、インプラント２０の近位端で利用できる材料の量を減らす。上述の
構成は有利には、円錐形部分６８により形成された封止表面と本体２６の構造的一体性を
維持するのに十分な壁厚であるインターロック凹所７４とを提供する。加えて、上述のよ
うに、ソケット６６はまた、追加の要素を支持するために上部表面２１に十分な面積を提
供するように構成されている。
【００７３】
　図示された実施態様のさらに別の利点はインプラント２０の実質的に平坦な上部表面２
１の面積または厚さである。以下に詳細に説明されるように、インプラント２０の上部表
面２１は有利には、インプラント２０の上部表面２１の上の特定の歯科用修復物を支持す
るための表面を提供することができる。追加的にまたは代替的に、上部表面２１は、イン
ターロック凹所７４を迂回する要素を支持するために使用されることができる。従って、
一実施態様では、インプラント２０の上部表面２１は上部表面２１の外周と内周の間で測
定したときに少なくとも０．２ｍｍより大きく、別の実施態様では約０．２５ｍｍより大
きい厚さを少なくとも持つ。一実施態様では、上部表面２１の厚さは約０．２５ｍｍであ
る。
【００７４】
　図２Ａ－Ｃは、上述の歯科用インプラント２０の連結部分１８ａとかみ合うように構成
された連結部分１８ｂを含むアバットメント１００の一実施態様を示す。以下に説明され
るように、アバットメント１００は、例えば少し挙げてみるとヒーリングキャップ、印象
用コーピング、暫間ヒーリングアバットメント、または最終アバットメントのような種々
の歯科用要素として形成されることができる。図示されたアバットメント１００は単独の
歯修復物（例えば歯冠）のための支持体として作用するように構成されている。アバット
メント１００は好ましくは歯科用グレードのチタンから作られるが、種々のタイプのセラ
ミックスのような他の好適な材料もまた使用されることができる。さらに他の実施態様で
は、材料の組合せ、例えば歯科用グレードのチタンとセラミックスが使用されることがで
きる。
【００７５】
　図２Ａと２Ｃを参照すると、図示された実施態様では、アバットメント１００は、単独
の歯修復物（図示せず）を受けるように構成されることができる上方部分１０２を含むこ
とができる。上方部分１０２と連結部分１８ｂとの間に、略外向きに先細りとなる側壁１
０７と略垂直に延びるマージン１０９を含む腰部１０１がある。図２Ａと２Ｂに示される
ように、側壁１０７とマージン１０９は患者の歯肉組織の解剖学的特徴及び／または最終
修復物に略適合するように構成された形状を持つことができる。従って、側壁１０７とマ
ージン１０９は非対称の断面（図２Ｂ参照）及び／または変動する高さ（図２Ａ参照）を
持つことができる。
【００７６】
　また、連結部分１８ｂは、腰部１０１に略隣接した円錐形領域１０４及びアバットメン
ト１００の遠位端に略配置されたインターロック部分１０６を含むことができる。図示さ
れた実施態様のインターロック部分１０６は好ましくは、歯科用インプラント２０のイン
ターロック凹所７４に対応することができ及び／またはインターロック凹所７４内に嵌る
寸法であることができる形状を含み、インターロック凹所７４の形状は図１Ｂに最も良く
見られる。例えば、図示された実施態様では、インターロック部分１０６は、インプラン
ト２０のインターロック凹所７４の図示された実施態様の形状に対応することができる六
角形形状を持つ。それにもかかわらず、インプラント２０のインターロック凹所７４のよ
うに、インターロック部分１０６は、以下に述べられるようにどのような種類の形状でも
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、多角形またはその他の形状でも構成されることができる。
【００７７】
　続けて図２Ａ－２Ｃを参照すると、アバットメント１００の円錐形領域１０４は、先細
り嵌合を形成するために歯科用インプラント２０の円錐形部分６８中に挿入されるように
構成されることができる。従って、インプラント２０の円錐形部分６８のように、アバッ
トメント１００の円錐形領域１０４はアバットメントの縦軸Ｌ２に関して半角βを含む円
錐形形状を含む（図２Ｃ参照）。半角βは約１０～２０度であることができ、一実施態様
では約１２度である。一般的に、インプラント２０の円錐形部分６８とアバットメント１
００の円錐形領域１０４との間に封止構造が望ましいとき、半角αとβは実質的に同じで
ある。
【００７８】
　図２Ａと２Ｃを参照すると、アバットメント１００の円錐形領域１０４とインターロッ
ク部分１０６との間に丸い腰部または狭くなった部分１１１が形成されることができる。
狭くなった部分１１１は機械加工ツールによるアバットメント１００の機械加工を助ける
ことができる。他の実施態様では、狭くなった部分１１１は除去されることができる。
【００７９】
　図２Ｃで最も良く見られるように、アバットメント１００は内孔１１０を含むことがで
きる。内孔１１０は、アバットメント１００の中心を通って延びることができ、かつアバ
ットメント１００の縦中心線Ｌ２と略共軸的に整合されることができる。内孔１１０は第
一及び第二領域１１２，１１４に分割されることができる。ある実施態様では、第一領域
１１２は第二領域１１４の直径よりわずかに大きい直径を含むことができる。かかる実施
態様では、第一及び第二領域１１２，１１４間に座部１１６が形成されることができる。
この座部１１６は、以下により詳細に述べられるように、結合部材２００（図５Ａと５Ｂ
参照）を支持することができる。さらに、第二領域１１４は、結合部材２００と接触する
ように構成されている捕獲めねじ１１８を含むように形成されることができる。
【００８０】
　上述のように、インターロック部分１０６及び対応するインプラント２０のインターロ
ック凹所７４は種々の異なる態様で形成されることができる。例えば、図３Ａと３Ｂは、
インターロック部分１０６′が四つの平坦辺と丸い縁を持つ略正方形を持つ実施態様を示
す。インプラントのインターロック凹所７４（図示せず）は、アバットメント１００′の
インターロック部分１０６′を受けるための対応する同様な形状を持つことができる。図
４Ａと４Ｂはアバットメント１００″の別の実施態様を示し、そこではインターロック部
分１０６″は八つの平坦辺を含む八角形形状を持つ。一実施態様では、図４Ａと４Ｂのア
バットメント１００″は、インプラントの対応する八角形形状のインターロック部分（図
示せず）かみ合うように構成されることができる。別の実施態様では、アバットメント１
００″は図３Ａと３Ｂに関して述べたような正方形形状のインターロック部分とかみ合う
ように構成されることができる。かかる構造は、歯科用インプラント２０に関してアバッ
トメント１００″のための追加の回転位置が与えられるという追加の利点を提供すること
ができる。すなわち、連結部分１８ｂが歯科用インプラント２０の連結部分１８ａ中に挿
入されるべきであるとき、インターロック部分１０６の多角形形状、例えば八角形形状は
、正方形形状のインターロック部分を持つ歯科用インプラント２０に関してアバットメン
ト１００に八つの可能な回転位置を持たせることを可能にする。これは、アバットメント
１００が歯科用インプラント２０により設置されるときにアバットメント１００の相対回
転位置が希望の回転位置に回転されることを可能にしうる。同じ原理が、例えば十辺を持
つインターロック領域を設けることにより図１Ａ－２Ｃの六角形インターロック凹所７４
とインターロック部分１０６に拡大されることができる。
【００８１】
　図５Ａと５Ｂは、アバットメント１００をインプラント２０に機械的に結合するために
使用されることができる結合ねじ２００の一実施態様を示す。結合ねじ２００は歯科用グ
レードのチタン合金から作られることができるが、種々の他の金属またはセラミックスの
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ような他の好適な材料も使用されることができる。結合ねじ２００はアバットメント１０
０の内孔１１０を通ってインプラントの２０のソケット６６中に延びるような寸法と形状
であることができる。結合ねじ２００は、アバットメント１００の捕獲めねじ１１８と係
合することができかつインプラント２０のねじ付き室７０と係合することができるおねじ
付き下方領域２０２を含むことができる。結合ねじ２００のねじ山２０４は捕獲ねじ山１
１８と係合することができ、従って結合ねじ２００はアバットメント１００が患者の口中
に移転されかつ持ち上げられるときに分離されることにならない。
【００８２】
　結合ねじ２００はまた、好ましくは、結合ねじ２００のインプラント２０への設置及び
それからの除去を容易にするために対応して造形されたツールを受けるための凹所２０６
を含む。凹所２０６はねじ２００の上部表面２０８に設けられることができる。図示され
た実施態様では、凹所２０６はＮｏｂｅｌ　Ｂｉｏｃａｒｅ（商標）により提供されるＵ
ｎｉｇｒｉｐ（登録商標）回転ツールを受けるように構成された形状のものである。他の
実施態様では、凹所２０６は、例えば結合ねじ２００をインプラント２０に設置しまたそ
れから除去するために通常のＡｌｌｅｎ（登録商標）レンチのような六角形形状のツール
の挿入を可能にするように構成された六角形のような異なる形状を持つことができる。
【００８３】
　図６は、アバットメント１００が連結部分１８を介して結合ねじ２００により歯科用イ
ンプラント２０に結合された一実施態様を示す。図示されたように、アバットメント１０
０のインターロック部分１０６は好ましくは、歯科用インプラント２０のインターロック
凹所７４と整合され、その中に挿入される。さらに、アバットメント１００の円錐形領域
１０４は好ましくは、歯科用インプラント２０の円錐形部分６８中に挿入され、アバット
メント１００とインプラント２０との間の封止されたまたは先細りの嵌合連結を形成する
。アバットメント１００は、インターロック部分１０６の下方端１０８がインターロック
凹所７４の下方端７５と接触状態にあるように歯科用インプラント２０のソケット６６中
に挿入されることができる。この出願で使用される封止されたまたは先細りの嵌合は、イ
ンプラント２０の円錐形部分６８の先細り表面とアバットメント１００の円錐形領域１０
４または他のかみ合い要素との間及び界面を言う。従来技術で知られるように、先細り表
面間の先細り嵌合は、嵌合要素間の界面間及びソケット６６中への組織及び／または流体
の移行を防ぎまたは実質的に阻止することができる嵌合要素間の特に強力でかつ効率的な
封止を提供することができる。図示された実施態様は略円形断面を持つ円錐形要素を示す
が、変更された実施態様では、先細り表面は先細り平坦辺を持つ多角形、長円形、及び／
または複合形状のような非円形構造によって与えられることができる。
【００８４】
　続けて図６を参照すると、結合ねじ２００の下方ねじ付き領域２０２は歯科用インプラ
ント２０のねじ付き室７０と係合されることができる。結合ねじ２００の座部２１０はま
た、アバットメント１００の座部１１６に接触することができる。この結合ねじ２００と
アバットメント１００及び歯科用インプラント２０との係合はそれによりアバットメント
１００を歯科用インプラント２０に固定することができる。
【００８５】
　上述のように、アバットメント１００要素と歯科用インプラント２０との間の先細り嵌
合または連結は有利には、体液及び細菌がソケット６６に入るのを防ぐ、アバットメント
１００と歯科用インプラント２０の間の強化された封止を提供する。加えて、円錐形部分
６８の深さ及び長さとインターロック凹所７４の深さ及び長さとの間の比は有利には、先
細り連結の利益と十分に長いインターロック凹所７４の持つ利益を兼ね備え、かみ合い要
素の回転に対して十分な抵抗を提供する。
【００８６】
　図示された実施態様の別の利点は、アバットメント１００がインプラント２０の上部表
面２１上に座らないことである。代わりに、先細り腰部１０１が上部表面２１とソケット
６６の開口の間の界面から延びる。この構成は有利には、上部表面２１の周囲からソケッ
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ト６６から現れるアバットメント１００の部分までのインプラント台座の幅（すなわちイ
ンプラント２０の縦軸に実質的に垂直な方向でのもの）の減少をもたらす。図６の矢印Ｎ
－Ｎにより示された寸法のこの減少は、インプラントの上部表面２１の幅に略等しい最大
幅（インプラント２０の縦軸に垂直な方向で測定したときのもの）を持つインプラント２
０とアバットメント１００の組合せ構造の腰部または狭くなった部分を形成する。この腰
部は、歯肉健全及び歯肉美を促進するインプラントとアバットメントの連結周りの軟組織
の容積、及び軟組織への血液供給を増やすことができる。
【００８７】
　図７Ａは、歯科用インプラント２０を患者に埋設するために使用されることができる歯
科用ツール３００を示す。歯科用ツール３００は軸部３０２を含むことができ、それは、
ある実施態様では、回転機械（図示せず）に連結されることができる。駆動部分３０４は
、ツール３００の前端に形成されることができ、かつインプラント２０のインターロック
凹所７４とかみ合うように構成された多角形断面を含むことができる。図７Ａに図示され
た特別な実施態様では、駆動部分３０４は六角形形状を持つ。図１Ａ－Ｄのインプラント
とかみ合うように構成された別の実施態様では、駆動部分３０４は正方形形状（図示せず
）を持つように構成されることができる。もちろん、駆動部分３０４は種々の他の形状を
持つことができ、かつインターロック凹所７４を通ってインプラント２０にトルクを伝達
するように構成されることができる。
【００８８】
　続けて図７Ａに図示されたツール３００の実施態様を参照すると、円筒形部分３０６は
多角形状の部分３０４の下に形成されることができる。円筒形表面３０６は好ましくは、
歯科用ツール３００の前端に向けて先細りとなり、図７Ｂに示されるように歯科用インプ
ラント２０の副室７７中に挿入されるように構成される。歯科用ツール３００が歯科用イ
ンプラント２０中に挿入されるとき、部分３０６は好ましくは、副室７７中に押込まれ、
摩擦嵌合を作り、従ってインプラント２０は歯科用ツール３００により持ち上げられかつ
運ばれることができる。すなわち、歯科用ツール３００は、歯科用インプラント２０を一
時的に歯科用ツール３００に連結して歯科用ツール３００と歯科用インプラント２０との
間の摩擦係合を起こすように歯科用インプラント２０中に簡単にしっかりと挿入されるこ
とができる。このようにして、歯科用ツール３００は、歯科用インプラント２０を持ち上
げて希望の位置に置くために使用されることができる。
【００８９】
　続けて図７Ａと７Ｂを参照すると、ツール３００はまた、好ましくは、ねじ山案内部分
３０８を含み、それは好ましくは断面が円形であり、かつ歯科用インプラント２０のねじ
付き室７０中に挿入されるように構成されている。ねじ山案内部分３０８の直径は好まし
くは、ねじ付き室７０のねじ山により規定される最小直径より小さい。ツール３００はま
た、軸３０２に沿って配置されかつ手動トルク付与ツール（例えばレンチ）と係合するよ
うに構成された手動ツール係合部３０５を含むことができる。
【００９０】
　図７Ｃは、上述のツール３００の変更実施態様の遠位端である。この実施態様では、ツ
ール３００は、上述のように、駆動部分３０４及び軸部分３０２、ねじ山案内部分３０８
及びツール係合部３０５を含む。しかし、この実施態様では、円筒状表面３０６はクリッ
プ係合部材３１０により置き換えられ、それは案内部分３０８に配置された環状隆起３１
２を含む。隆起３１２と駆動部分３０４との間に、弾性クリップまたはリング（図７Ｄ参
照）が配置されることができる。一実施態様では、クリップ３１６はポリケトン（例えば
ＰＥＥＫ）または別の弾性材料から作られる。所定位置では、クリップ３１６は隆起３１
２よりわずかに大きい直径を持つことができる。この態様では、クリップは、副室７７内
に配置されることができ、ツール３００がインプラント２０を掴んでその重量を保持する
ことを可能にする弾性嵌合を形成する。
【００９１】
　上で述べたように、インプラント２０で構成された要素は様々に構成されることができ
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る。例えば、図８Ａと８Ｂは、上述したインプラント２０とかみ合いかつインプラント２
０のインターロック凹所７４との連結を迂回するように構成されたアバットメント４００
，４００′の二つの異なる実施態様を示す。図８Ａと８Ｂのアバットメント４００，４０
０′は「ヒーリング」アバットメントと呼ばれることができ、それらはインプラント２０
が最初に患者の歯槽骨中に埋入された後に使用されることができる。かかる状況では、イ
ンプラント２０とのしっかりした結合を形成し及び／またはインプラント２０を取り囲む
軟組織の輪郭を造形するためにインプラント２０が歯槽骨とオッセオインテグレートする
間にインプラント２０に応力及び他の力を負荷するのを避けることが有利であるかもしれ
ない。
【００９２】
　図８Ａの図示された実施態様では、アバットメント４００は、インプラント２０のねじ
付き室７０とかみ合うように構成されるねじ付き部４０２を含むことができる。アバット
メント４００はまた、中間部４０４を含むことができる。中間部４０４は、インプラント
２０の円錐形部分６８内に嵌合するように構成された実質的に円錐形の及び／または先細
りの形状を持つことができる。しかし、中間部４０４の寸法は好ましくは、それが円錐形
部分６８より小さく、ねじ付き部４０２がねじ付き室７０と係合するときに円錐形部分６
８と先細り嵌合で係合しないように構成される。中間部４０４は、アバットメント４００
がインプラント２０中に受け入れられるときに略中心合せされるのを助けることができる
。以下に説明されるように、アバットメント４００の上部カバー４１０はインプラントの
上部表面２１と係合することができる。このようにして、アバットメント４００は、円錐
形部分６８との先細り嵌合を迂回しながらかつインプラント２０のインターロック凹所７
４を迂回しながら、インプラント２０の上部表面２１と係合することができる。このよう
にして、中間部４０４は一般的に、アバットメント４００と円錐形部分６８との間の「ス
リップ嵌合」を提供するように構成される。ここで使用されるスリップ嵌合は、円錐形部
分６８が中間部４０４の動きを束縛するが、封止が二つの要素間に形成されないような隙
間をなお提供する部分間の関係を言う。従って、他の実施態様では、中間部４０４は丸く
ない断面を持つことができ及び／または先細りの、円筒形の、または略垂直でない側壁を
持つことができる。変更された実施態様では、アバットメント４００はインターロック凹
所７４と係合する形状であることができ、かかる実施態様では、アバットメント４００は
結合ねじ（図示せず）を介してインプラント２０に結合されることができる。
【００９３】
　また、図８Ａに示されるように、アバットメント４００は、上部高さ４１２を規定する
カバー部分４１０を含むことができる。上部高さ４１２は、アバットメント４００がイン
プラント２０の受け室６８内に完全に座りまたは受け入れられるときにインプラント２０
の近位端からアバットメント４００の上端４１４までの距離として規定されることができ
る。図示された実施態様では、かかる実施態様がインプラント２０の受け室６８内に座る
とき、カバー部分４１０がインプラント２０から突出するアバットメント４００の唯一の
部分であるかもしれないと考えられる。これに関して、カバー部分４１０は、初期埋入後
の骨とインプラントが固定される間のインプラント２０を覆いかつその内部を保護する暫
間補綴物として作用するように構成されることができる。従って、カバー部分４１０は受
け室６８の全開口を覆うように造形されることができる。例えば、カバー部分４１０は、
実質的に円筒形であることができかつインプラントの２０の臼歯端の形状に略合致する実
質的に円形断面を持つことができる。カバー部分４１０は、インプラントの２０の上部に
載るように構成されることができ、または受け室６８内に部分的に入れ子されることがで
きる。図示された実施態様では、カバー部分４１０は、インプラント２０の全上部表面２
１を覆いかつ保護するように構成される。かかるアバットメントは、アバットメント４０
０がインプラントの上部表面２１上への骨組織成長を防止または抑制するので、インプラ
ント２０がインプラントで支持されたアバットメントのブリッジのような上部表面２１の
上に載る要素を支持するために使用されるときに有利である。図８Ａに点線により示され
るように、高さ４１２は増大されることができ、一実施態様では、上部端は患者の軟組織
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を通って延びるように構成されることができる。かかる実施態様では、アバットメント４
００はまた、組織成長を案内するために使用されることができる。図８Ａの図示された実
施態様では、カバー部分４１０は軟組織の下に位置するように構成される。もちろん、カ
バー部分４１０の他の高さがまた、他の実施態様で使用されることができる。
【００９４】
　図８Ｂに示されるように、別の実施態様では、アバットメント４００′は、ねじ付き部
分４０２′、中間部４０４′、及びインプラント２０内に座るときにその上端４１４′か
らインプラント２０の近位端までで測定した上部高さ４１２′を規定する上部部分４１０
′を含む。図８Ａの実施態様によるように、上部高さ４１２′は変えられることができる
。この実施態様では、中間部４０４′はインプラント２０の円錐形部分６８と封止または
先細り嵌合で係合するように構成されている。従って、角度付き中間部分は上述のアバッ
トメント１００に類似させることができる。この実施態様のアバットメント４００′はイ
ンプラント２０の上部表面２１を覆わないが、円錐形部分６８と封止または先細り嵌合で
係合する。高さ４１２′は変えられることができる。一実施態様では、高さ４１２′は、
アバットメント４００′が軟組織を通って延びるように十分大きなものであることができ
、別の実施態様では、高さ４１２′は、アバットメントが軟組織の下に位置するように十
分小さいものであることができる。図８Ｂのアバットメント４００′は、インプラント２
０がアバットメント１００と組合せて使用されるとき及び／または単独修復物を支持する
ために使用されるときの用途で特に有用である。変更された実施態様では、アバットメン
ト４００′はインターロック凹所７４と係合するように構成されることができ、かかる実
施態様では、アバットメント４００はインプラント２０に結合ねじ（図示せず）を介して
結合されることができる。
【００９５】
　図示されていないが、図８Ａと８Ｂのアバットメントの上部表面はトルク付与ツールと
かみ合うための凹所（または突起）を備えることができることを理解するべきである。例
えば、一実施態様では、アバットメント４００，４００′は、Ｎｏｂｅｌ　Ｂｉｏｃａｒ
ｅ（商標）により供給されるＵｎｉｇｒｉｐ（登録商標）回転ツールを受けるように構成
された形状を持つ凹所を含む。この凹所は、図５Ａ－Ｂに示された結合ねじ２００の実施
態様で上に示された凹所２０６と同様に形成されることができる。
【００９６】
　図９は、図１Ａ－Ｄに示されるように、インプラント中に挿入されることができるアバ
ットメント４５０の別の実施態様の側面図である。図９に示されたアバットメント４５０
は、他のタイプの要素と共に使用されるように形成されることができ、特に、以下にさら
に述べられるように暫間コーピング、ヒーリングキャップ、及び／または印象コーピング
と共に使用されることができる。これらの特徴、及びその他は、「歯科用インプラントシ
ステム」と題する代理人整理番号ＮＯＢＥＬＢ．１６３Ａの下に２００３年１２月３０日
に出題された出願人の同時係属出願シリアル番号１０／７４８８６９号（米国公開２００
４－０２４１６１０号）に記載されており、その全体がここに参考までに組込まれる。
【００９７】
　図９に示されたアバットメント４５０の実施態様は、上部領域４５２、アバットメント
４５０の遠位端に略配置されたインターロック部分４５４、及び腰部４５８に略隣接した
円錐形領域４５６を含む。上部領域４５２は、種々な要素の一つとかみ合うような寸法及
び形状をしている。かかる要素は、例えば、図１０Ａ－１２Ｂに示されたものを含むこと
ができる。図示された実施態様のインターロック部分４５４は好ましくは、歯科用インプ
ラント２０のインターロック凹所７４に対応する及び／またはその内に嵌合する寸法であ
ることができる形状を含み、その形状は図１Ｂにおいて最も良く見える。例えば、図示さ
れた実施態様では、インターロック部分４５４はインプラント２０のインターロック凹所
７４の図示された実施態様の形状に対応することができる六角形形状を持つ。それにもか
かわらず、インプラント２０のインターロック凹所７４によるように、インターロック部
分４５４はここで述べられるようにどのような種々の形状でも、多角形またはその他で構
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成されることができる。さらに、図２Ａ－Ｃのアバットメント１００に関して上述された
ように、アバットメント４５０の円錐形領域４５６は、先細り嵌合を形成するために歯科
用インプラント２０の円錐形部分６８中に挿入されるように構成されることができる。従
って、インプラント２０の円錐形部分６８によるように、アバットメント４５０の円錐形
領域４５６は、アバットメント１００に関して上述したように、様々に造形されることが
できる半角を含む円錐形形状を含むことができる。
【００９８】
　図９に示したように、アバットメント４５０は、アバットメント４５０の上部表面４６
２中に開口する開放ソケット４６０を持つことができる。開放ソケット４６０は、以下に
述べられるように、かみ合い要素のスナップ素子と係合するために使用されることができ
る環状溝４６６を含むことができる内部表面４６４を含む。
【００９９】
　図１０Ａと１０Ｂはそれぞれ、図９に示されたアバットメント４５０上に固定されるこ
とができる暫間コーピング５００の一実施態様の側面図及び断面図である。上述の同時係
属出願番号１０／７４８８６９号により詳細に説明されているように、暫間コーピング５
００またはヒーリングキャップはインプラント部位の周りに患者の歯茎組織の治癒と成長
を制御することを助けることができる。従って、コーピング５００の図示された実施態様
は歯科用インプラント２０と上述のアバットメント４５０を組合せて使用されることがで
きる。コーピング５００は例えばポリエステルまたはナイロンのような合成ポリマーから
作られた本体５０２を含むことができる。しかし、他の好適な材料もまた使用されること
ができることは認められるべきである。コーピング５００は、好ましくは白色であるまた
は自然の歯の色に近い外部表面５１４を持つことができ、従って、それは患者の口の中に
置かれるときに自然な外観を持つ。
【０１００】
　コーピング５００は、少なくとも部分的に空洞であることができ、かつ内部空洞５０４
を規定する内部表面５０６を含むことができる。内部空洞５０４は、コーピング５００が
アバットメント４５０の上部領域４５２の上に嵌るような寸法及び大きさであることがで
きる。内部表面５０６は、アバットメント４５０のフランジ付き部分または腰部４５８に
対して載るような寸法及び大きさであるベース表面のような、アバットメント４５０上の
コーピング５００の前進を制限するための停止部５１２を含むことができる。ある実施態
様では、コーピング５００はアバットメント４５０上にスナップ嵌合されるように構成さ
れることができ、他の実施態様では、コーピング４７０は、コーピング４７０の開口を通
して挿入されることができるキャップねじを介してアバットメント４５０に固定されるこ
とができるように構成されることができる。内部表面５０６は、アバットメント４５０と
かみ合う回転防止機能５１０を含むことができる。他の機能及び実施態様は、本開示を与
えられた当業者により形成されることができる。
【０１０１】
　図１１Ａと１１Ｂは、図９のアバットメント４５０に結合されることができる暫間ヒー
リングキャップ５５０の側面図及び断面図である。ヒーリングキャップの追加の詳細は米
国特許公開２００６－０２２８６７２号で見出されることができ、それは２００６年３月
１６日に出願された米国特許出願１１／３７７２５９号であり、その全体はここに参考ま
でに組込まれる。ヒーリングキャップ５５０は、ヒーリングキャップ５５０が上述のアバ
ットメント４５０の上に嵌合されることができるように内部表面５５２により規定される
内部空洞５５１を含むことができる。内部空洞５５１の上部表面５５３から下っているの
は、アバットメント４５０の溝４６６とスナップ嵌合で係合するように構成された一つ以
上の偏向プロング５５６を含むスナップ素子５５４であることができる。スナップ素子の
追加の詳細及び変更された実施態様は図１２Ａと１２Ｂの要素に関して以下に述べられる
であろう。
【０１０２】
　さて、図１２Ａと１２Ｂを参照すると、図９に示されたアバットメント４５０上に固定
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されることができる印象コーピングまたはキャップ１２０の一実施態様の透視側面図及び
断面図が示されている。印象キャップ１２０は、上述の米国特許公開２００６－０２２８
６７２号に記載のように、歯科用インプラント２０の印象を取るために使用されることが
でき、その全体がここに参考までに組込まれる。
【０１０３】
　図示された印象キャップ１２０は、近位端１２４及び遠位端１２６を持つ本体１２２を
含む。本体１２２は好ましくは、例えばポリカーボネートのような弾性の成形可能なプラ
スチック及び／またはポリマーから作られる。本体１２２は内部空洞１３０を形成する内
部表面１２８を規定する。内部空洞１３０は、印象キャップ１２０がアバットメント４５
０の上部領域の上に嵌ることができるように構成されている。内部表面１２８は側壁１３
４及び屋根１３６を含む。
【０１０４】
　印象キャップ１２０は好ましくはアバットメント４５０と係合するように構成されてい
る。特に、印象キャップは、アバットメント４５０上の回転防止機能に対応するように構
成されることができる相補係合機能１３２を含む。図示された実施態様では、印象キャッ
プ１２０はアバットメント４５０とスナップ嵌合で係合し、このスナップ嵌合はアバット
メント４５０の凹所４６６と係合するように構成された突起１５２を持つ複数の弾性的に
偏向可能なプロング１５０を持つキャップ１２０を提供することにより達成される。もち
ろん、上述のように、当業者は、二つの要素間のスナップ嵌合を提供するための他の構成
を認識するであろう。例えば、キャップ１２０はアバットメント４５０のソケット４６０
上に形成された突起と係合するように構成されたポスト上に配置された凹所を含むことが
できる。加えて、キャップ１２０は摩擦及び／または締り嵌めのために構成されることが
できる。
【０１０５】
　印象キャップ１２０は好ましくは一つ以上の嵌め込み機能１６０を含む。嵌め込み機能
１６０は印象トレー内の印象キャップ１２０の掴み及び保持を容易にする。一つ以上の嵌
め込み機能は好ましくは、印象キャップの縦軸に略横断して位置する面を持つ少なくとも
一つの締り嵌め表面１６２を構成する。図示された実施態様では、嵌め込み機能１６０は
一つ以上のフランジ１６６を含む。ある実施態様では、フランジ１６６は、フランジ１６
６の四つの角部を通して延びる複数の貫通穴１６８を含むことができる。
【０１０６】
　複数の長い突起１８０が、側壁に形成され、印象キャップ１２０がそこに配置されると
きにアバットメント４５０の溝４６６と係合するように構成されている。従って、突起１
８０と溝５１はアバットメント４５０に対する印象キャップの回転を実質的に防ぐように
かみ合う。
【０１０７】
　印象キャップ１２０は近位端１２４に角度付き表面１８２を持ち、それは印象キャップ
１２０がそこに配置されるときインプラント２０のフレアー付き部分４５に対して接触す
るように構成されている。インプラント、アバットメント、ヒーリングキャップ、及び印
象キャップの図示された実施態様は丸い断面を持つが、変更された構成ではこれらの要素
の一つ以上の断面は丸くないことが認識されるべきである。
【０１０８】
　図１３Ａはアバットメント５００の別の実施態様の側面図である。アバットメント５０
０はねじ付き部分５０２及び円錐形部分５０４を含むことができる。アバットメント４０
０の実施態様に関して上述したように、アバットメント５００は、ねじ付き部分５０２が
インプラント２０のねじ付き室７０とかみ合うことができるように構成されることができ
る。アバットメント５００の円錐形部分５０４は実質的な円錐形及び／または先細りであ
るように構成されることができる。ある実施態様では、円錐形部分５０４はソケット６６
の円錐形部分６８と先細りまたは封止嵌合を形成するように相補的に造形されることがで
きる。さらに、上部部分５０４は、インプラント２０中に受け入れられたときにアバット
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メント５００が略中心合せされることを助けることができる。
【０１０９】
　また、図１３Ａに示されるように、アバットメント５００は、ねじ付き部分５０２がイ
ンプラント２０と係合するようにアバットメント５００を回転するために使用されること
ができる六角形突起５１１を含む上部表面５１０を含むことができる。アバットメント５
００は、インプラント２０の上部表面から現れ、それによりインプラント２０の上部表面
２１を露出する腰部を設けることにより「ステップダウン」機能及び上述の利点を提供す
る。図１３Ｂは、いかにアバットメント５００がインプラント２０′内に座ることができ
、従ってインプラント２０′との間の「ステップダウン」連結を容易にすることができる
かを示す。種々のねじ及び／またはセメント保持された修復物（図示せず）または他の要
素が従来技術で知られたようにアバットメント５００の上部に結合されることができる。
従って、アバットメント５００は、アバットメント５００の上部で開口するねじ付きソケ
ット（図示せず）を含むことができる。
【０１１０】
　図１４Ａ－Ｃは、インプラント２０と組合せて使用されることができる要素の別の実施
態様を示す。図１４Ａを参照すると、インプラントで支持されたブリッジ６００の側面透
視図が三つのインプラント２０の組の上に取付けられて示されている。ブリッジ６００は
一つ以上の歯冠６０１を支持するために使用されることができる。他の実施態様では、ブ
リッジ６００は異なる形状を持つことができ及び／または三つより多いまたは少ないイン
プラント２０により支持されるように構成されることができることが認識されるべきであ
る。さらに、ブリッジ６００と歯冠６０１は特に患者の歯構造の現存する形態に補いかつ
自然な外観を提供するように構成されることができる。加えて、ブリッジ６００に関して
以下に述べられる特徴はインプラントで支持された義歯に拡張されることができることが
予想される。歯冠６０１は図示のように単一の一体片で形成されることができ、または互
いに取付けられた複数の片から形成されることができる。ある実施態様では、歯冠６０１
はチタン、セラミックス（例えばジルコニアまたはアルミナ）または両材料の組合せから
作られる。
【０１１１】
　図１４Ｂと１４Ｃに示されるように、ブリッジ６００はインプラント２０の一つにそれ
ぞれ対応する複数のポスト６０２を含むことができる。各ポスト６０２は実質的に平坦な
または平面の下面６０４を規定することができ、それは歯科用インプラント２０の上部表
面に接触するまたは上部表面上に載るように構成されている。平面の下面６０４から延び
るのは中心合せポスト６０６であり、それは一般的に、インプラント２０のソケット６６
の開放端内に嵌りかつインプラント２０の円錐形部分６８中に少なくとも部分的に延びる
ように構成されている。中心合せポスト６０６は図１４Ｃに示すように先細り形状を持つ
ことができ、または実質的に円筒形であることができる。好ましくは、中心合せポスト６
０６はインプラントの円錐形部分６８と先細り嵌合を形成せず、代わりにブリッジ６００
とインプラント２０の間に中心合せ機能を提供しかつ側方安定性を提供するスリップ嵌合
を形成するように構成される。この構造は、単一のブリッジ要素を多数のインプラントに
結合することを試みるときに先細り連結を使用するのが困難であるので有利である。例え
ば、単一の修復物適用に比べるとき、多数のポストを先細り嵌合中に整合するために要求
される精度は著しく大きい。これは、ブリッジとインプラント２０の先細り部分６８の間
のどのような不整合もポストの先細り表面とインプラント２０の円錐形部分の間の結合を
起こすからである。しかし、上述のように、インプラント２０の上部表面２１は、それが
インプラント２０の上部表面２１上に支持されるブリッジ６００に対し適当な支持を提供
しかつどのような不整合にも順応するように十分に広い。図１４Ｃに示すように、インプ
ラント２０″の上部表面２１に接触する底面６０４により、結合ねじ２００はブリッジ６
００をインプラント２０″に結合するために使用されることができる。
【０１１２】
　従って、図示されたインプラント２０の利点は、インプラント２０が説明されたように
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軟組織の容積及び軟組織への血液供給の両者を増やすためにソケット６６から現れる先細
り腰部１０１で構成されたアバットメント１００と共に使用されることができることであ
る。加えて、同じインプラント構成はまた、インプラントで支持されたブリッジ６０１ま
たはインプラントで支持された義歯を支持するために使用されることができる。従って、
一つのインプラントがそれにより部品の数及び在庫品を減らすという両方の目的に役立つ
ことができる。
【０１１３】
　別の実施態様によれば、図１５Ａ－Ｂはインプラントレプリカ７００の一実施態様を示
す。インプラントレプリカ７００はインプラントシステムの作成のための準備作業で使用
されることができる。図１５Ｂに示されるように、レプリカ７００は図１Ａ－Ｄに示され
たインプラント２０と同じ内部形態の全てを含むように構成されることができる。これに
関して、レプリカ７００は好ましくは、インプラントシステムの使用をシミュレートしか
つインプラントシステムの操作を容易にするために患者の歯槽骨の鋳造成形で使用される
。
【０１１４】
　図１５Ａは、レプリカ７００が外部表面７０２を含むことができかつ上方部分７０４及
び下方部分７０６を持つことができることを示す。上方部分７０４は、上で述べた特徴、
特にインプラント２０で使用されたような内部形態を含むように構成されることができる
。図１５Ｂに示されるように、かかる内部形態は：内部ソケット７６６；ソケット７６６
のねじ付き部分７７０の上に位置したインターロック凹所７７４の上に位置している実質
的に円錐形のまたは先細り部分７６８；及びねじ付き室７７０の上に設けられた副室７７
７；を含むことができる。これらの要素の特別な特徴はここに列挙されないが、代わりに
インプラント２０に関して上述されたようにここに組込まれることができる。従って、レ
プリカ７００はインプラント２０と同じ特徴と形態を提供することができるが、患者の口
の模型またはレプリカ中に埋め込まれるように形成されることができる。
【０１１５】
　さらに、上述のように、レプリカ７００は患者の歯槽骨の鋳造成形で使用されることが
できるので、レプリカ７００の外部表面７０２及び下方部分７０６はレプリカ７００と成
形体の連結及び／または固定を容易にするように構成されることができる。例えば、図１
５Ａに示されるように、外部表面７０２は回転防止溝または平坦部７１０を含むことがで
きる。さらに、下方部分７０６は、その他の部分と異なる半径でレプリカ７００から半径
方向に延びるベース７１２を含むように構成されることができる。従って、レプリカ７０
０は希望の固定した配向で成型体内に埋入または鋳造されることができる。他の特徴及び
変更は本開示を与えられた当業者により組込まれることができる。
【０１１６】
　図１６Ａは上部構造物８００の側面透視図であり、それは、一実施態様では、ブリッジ
６００またはインプラントで支持された義歯を作るために使用されることができる。図示
のように、上部構造物は、顎骨または顎骨の模型／複製内に配置されたインプラント２０
に対応するように構成された一つ以上のポスト８０４を含む第一弓形部材８０２を含むこ
とができる。図１６Ｂに示されるように、各ポスト８０４は、コーピング８０９を受ける
ように構成された開口８０７を含むことができる。コーピング８０９（図１６Ｃ－Ｄも参
照）は、インプラント２０のソケット６６内に嵌りかつソケットと先細り嵌合で係合しな
い中心合せ機能を提供するように構成された中心合せポスト８１０を含むことができる。
弓形部材８０２内の開口８０７を通して延びるコーピング８０９はまた、インプラント２
０の上部表面２１に対して接触するように構成された底面８０８を含む。コーピング８０
９はまた、弓形部材８０２の上部表面から延びることができる上方部分８１４を含む。結
合ねじ８１６が、上部構造物８００をインプラント２０及び／またはインプラント２０の
レプリカ７００に取付けるために使用されることができる。
【０１１７】
　一実施態様では、上部構造物８００は、インプラントで支持されたブリッジ８００また
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形状は、コンピュータ中に走査され、ブリッジを作るために使用されることができる。こ
の態様では、コーピングの位置と配向は、コンピュータ中に走査された情報を利用する部
品内に再現されることができる。例えば、固体ブリッジがこの情報から機械加工されるこ
とができ及び／または成形体が作られることができる。別の実施態様では、上部構造物８
００は、ブリッジを作るための成形工程の一部として構築され、次いで使用されることが
できる。別の実施態様では、上部構造物８００は最終ブリッジの一部としてまたはブリッ
ジを形成する中間要素として使用されることができる。
【０１１８】
　図１７Ａ－Ｃは、インプラントの上部表面２１上に取付けられることができるアバット
メント９００の一実施態様を示す。示されるように、図示された構成では、アバットメン
ト９００は、近位端９０４及び遠位端９０６を持つ略円筒形本体９０２を含むことができ
る。段付き内孔９０８は、アバットメント９００が結合部材（図示せず）によりインプラ
ント２０に結合されることができるように本体９０２を通って延びることができる。アバ
ットメント９００の遠位端９０６は、インプラント２０の上部表面２１に対して接触しか
つそれを覆うように構成された遠位対面表面９１０を含むことができる。遠位対面表面９
１０から延びるのは、インプラント２０のソケット６６中に挿入されるように構成される
先細りポスト９１２である。好ましくは、ポスト９１２は、ポスト９１２がインプラント
２０の円錐形部分６８と先細りまたは封止嵌合で係合しないが、代わりにスリップ嵌合を
形成するように構成され寸法と形状を持つ。この態様では、アバットメント９００はイン
プラントの上部表面２１に対して載ることができる。他の実施態様では、ポスト９１２は
円筒形形状を持つことができる。
【０１１９】
　アバットメント９００は金またはセラミックのような歯科用グレード材料から作られる
ことができる。一実施態様では、アバットメント９００は金から作られ、複数のアバット
メント９００は複数のインプラント２０またはレプリカ７００上に配置されることができ
る。アバットメント９００は次いで、上部構造物を形成するためにアバットメントに溶接
されまたは他の方法で取付けられたバーにより一緒に結合されることができる。上部構造
物は最終ブリッジまたは義歯の一部として使用されることができ、または最終ブリッジま
たは義歯を形成するための製造工程の一部として使用されることができる。
【０１２０】
　この発明を特定の好適な実施態様及び実施例の文脈で開示したが、本発明は、具体的に
開示された実施態様を越えて他の代替実施態様及び／または本発明の使用及び明らかな変
更及びそれらの均等物まで拡大されることは当業者により理解されるであろう。加えて、
本発明のある数の変更例が示されかつ詳細に述べられたが、この発明の範囲内にある他の
変更例がこの開示に基づいて当業者には容易に明らかとなるであろう。また、実施態様の
特別な特徴及び態様の種々の組合せまたは副組合せがなされることができ、本発明の範囲
内になお入ることができることは予想される。従って、開示された実施態様の種々の特徴
及び態様が開示された発明の変化モードを実施するために互いに組合されまたは置換され
ることができることは理解されるべきである。従って、ここに開示された本発明の範囲は
、上述の特に開示された実施態様により限定されるべきでないこと、しかも請求項の正し
い解釈によってのみ決定されるべきであることが意図されている。
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