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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インプラント窩の深さを測定するためのインプラント用深度ゲージであって、
　所定方向に延在し、且つ前記所定方向に予め定められる間隔で深度マーカが形成されて
いるゲージ本体を備え、
　前記ゲージ本体は、予め定められる長さに形成されている複数の連結部を有し、前記複
数の連結部を所定方向に互いに連結させて構成され、
　前記連結部は、連結される他の前記連結部から取り外せるようになっている、インプラ
ント用深度ゲージ。
【請求項２】
　前記複数の連結部のうち所定方向先端側に位置する連結部の外周部には、外方に突出す
る複数の脱離防止爪が形成されている、請求項１に記載のインプラント用深度ゲージ。
【請求項３】
　前記ゲージ本体は、隣接する前記連結部の間に周方向全周にわたってマーカ溝が形成さ
れており、
　前記マーカ溝は、前記深度マーカを構成している、請求項１又は２に記載のインプラン
ト用深度ゲージ。
【請求項４】
　前記複数の連結部は、互いを螺合することによって連結されている、請求項３に記載の
インプラント用深度ゲージ。
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【請求項５】
　互いに連結される２つの前記連結部のうち所定方向先端側に位置する前記連結部は、そ
の基端部分に前記先端側の方に凹む雌ねじ孔を有し、
　互いに連結される２つの前記連結部のうち所定方向基端側に位置する前記連結部は、そ
の先端部分に前記所定方向に突出する雄ねじ部分を有し、
　前記連結される２つの連結部は、前記雌ねじ孔に前記雄ねじ部分を螺合することによっ
て連結されている、請求項４に記載のインプラント用深度ゲージ。
【請求項６】
　前記連結部は、マーカ形成部によって互いに連結され、
　前記マーカ形成部は、連結時にその周りに前記マーカ溝を形成し、且つ前記連結部を他
の連結部から捩じ切って取り外せるようになっている、請求項１又は２に記載のインプラ
ント用深度ゲージ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インプラント窩の深さを測定するためのインプラント用深度ゲージに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　顎骨にインプラント（人工歯）を埋め込むインプラント治療では、インプラントを植立
するべく顎骨にドリル等で孔を穿設してインプラント窩を形成する。インプラント窩は、
顎骨に形成されているため、その深さを目視にて把握することが難しい。そこで、インプ
ラント窩の深さを測定するために非特許文献１に記載されるようなインプラント用の深度
ゲージが用いられる。
【０００３】
　非特許文献１のインプラント用の深度ゲージは、把持部と測定部とを有している。把持
部は、長尺に形成されている平板であり、利用者が把持できるようになっている。把持部
の先端部には、測定部が設けられている。測定部は、大略円柱状に形成されており、その
基端が把持部に繋がっている。測定部の基端側部分は、屈曲しており、測定部の先端側が
把持部に対して鈍角を成している。測定部の先端側には、その先端から所定間隔で溝が刻
まれており、測定部をインプラント窩に挿入して底に当て、インプラント窩から表出して
いる溝の数によってインプラント窩の深さを測定するようになっている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】特許庁総務部企画調査課技術動向班、標準技術集、歯科用器具、１－２
－３－１深度ゲージ、インターネット＜http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyouju
n_gijutsu/sikayou/1-2-3.pdf＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　インプラント治療では、インプラントの植立する前にコンピュータ断層撮影（Computed
 Tomography；略称ＣＴ）で口腔内を撮影し、画像によりインプラント窩の状態を確認す
ることがある。インプラント窩が形成される顎骨には、歯槽管が埋まっており、その周り
が多孔質状になっている。そのため、画像では、顎骨に形成されたインプラント窩が顎骨
内の孔と見分けにくくなっており、インプラント窩の形状（特に深さ）を確認することが
難しい。ＣＴの際にインプラント窩を見分け、またインプラント窩の深さを測定する方法
として、例えば、深度ゲージを挿入した状態で撮影することが考えられる。
【０００６】
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　非特許文献１の深度ゲージは、測定部と把持部が一体的に形成されているので、深度ゲ
ージの測定部をインプラント窩に挿入すると、把持部がインプラント窩から大きく飛び出
る。そのため、非特許文献１の深度ゲージを挿入した状態で撮影しようとすると、口を開
けた状態を保たなければならない。ＣＴでは、上顎及び下顎を固定して撮影すべく上下の
歯を噛み合わせて閉口に近い状態で撮影しなければならない。そのため、非特許文献１の
深度ゲージは、ＣＴで用いることができないことがある。
【０００７】
　そこで本件発明は、挿入したまま閉口に近い状態にすることができるインプラント用の
深度ゲージを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のインプラント用深度ゲージは、インプラント窩の深さを測定するためのもので
あって、所定方向に延在し、且つ前記所定方向に予め定められる間隔で深度マーカが形成
されているゲージ本体を備え、前記ゲージ本体は、予め定められる長さに形成されている
複数の連結部を有し、前記複数の連結部を所定方向に互いに連結させて構成され、前記連
結部は、連結される他の前記連結部から取り外せるようになっているものである。
【０００９】
　本発明に従えば、連結部を他の連結部から取り外して、ゲージ本体の長さをインプラン
ト窩の深さに応じた長さに調整することができる。これにより、深度ゲージをインプラン
ト窩に挿入したまま閉口に近い状態にすることができる。
【００１０】
　上記発明において、前記複数の連結部のうち所定方向先端側に位置する連結部の外周部
には、外方に突出する複数の脱離防止爪が形成されていることが好ましい。
【００１１】
　上記構成に従えば、ゲージ本体をインプラント窩に押し込んで脱離防止爪を顎骨に当接
させることで顎骨にゲージ本体を挟持させて固定させることができる。これにより、深度
ゲージが顎骨、特に上顎骨から落ちることを防ぐことができる。
【００１２】
　上記発明において、前記ゲージ本体は、隣接する前記連結部の間に周方向全周にわたっ
てマーカ溝が形成されており、前記マーカ溝は、前記深度マーカを構成していることが好
ましい。
【００１３】
　上記構成に従えば、ゲージ本体の先端からの距離が四方から分かりやすく、測定時のゲ
ージ本体の向きが限定されない。従って、インプラント窩の深さを容易に測定することが
でる。
【００１４】
　上記発明において、前記複数の連結部は、互いを螺合することによって連結されている
ことが好ましい。
【００１５】
　上記構成に従えば、連結部を螺合することによってゲージ本体の長さを調整することが
できるので、ゲージ本体の長さ調整が容易である。
【００１６】
　上記発明において、互いに連結される２つの前記連結部のうち所定方向先端側に位置す
る前記連結部は、その基端部分に前記先端側に凹む雌ねじ孔を有し、互いに連結される２
つの前記連結部のうち所定方向基端側に位置する前記連結部は、その先端部分にそこから
前記所定方向に突出する雄ねじ部分を有し、前記連結される２つの連結部は、前記雌ねじ
孔に前記雄ねじ部分を螺合することによって連結されていることが好ましい。
 
【００１７】
　上記構成に従えば、連結した際に雄ねじ部分が外側に露出することを防ぐことができ、
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雄ねじ部分が歯肉や歯に当たることを防ぐことができる。
【００１８】
　上記発明において、前記連結部は、マーカ形成部によって互いに連結され、前記マーカ
形成部は、連結時にその周りに前記マーカ溝を形成し、且つ前記連結部を他の連結部から
捩じ切って取り外せるようになっていることが好ましい。
【００１９】
　上記構成に従えば、前記連結部を他の連結部から捩じ切ることでゲージ本体の長さを短
くすることができるので、ゲージ本体を短くすることが容易である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、インプラント用の深度ゲージを挿入したまま閉口に近い状態にするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る深度ゲージを示す斜視図である。
【図２】図１の深度ゲージを示す断面図である。
【図３】図１の深度ゲージを各連結部に分解して示す斜視図である。
【図４】図３の深度ゲージを示す断面図である。
【図５】図１の深度ゲージに備わる中間連結部を拡大して示す斜視図である。
【図６】図１の深度ゲージをインプラント窩に挿入している状態を示す図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る深度ゲージを示す側面図である。
【図８】図７の深度ゲージを捩じ切った状態で一部拡大して示す拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下では、本発明の第１及び第２実施形態に係るインプラント用深度ゲージ（以下、単
に「深度ゲージ」ともいう）を図１乃至図７を参照しながら説明する。本発明は、以下に
説明する実施の形態に限定されず、発明の趣旨を逸脱しない範囲で追加、削除、及び変更
が可能である。
【００２３】
　＜第１実施形態＞
　顎骨にインプラント（人工歯）を埋め込むインプラント治療では、インプラントを埋め
込むためにインプラント窩を顎骨に開け、そのインプラント窩の形状（特に深さ）を確認
すべく口腔内のコンピュータ断層撮影（Computed Tomography；略称ＣＴ）が行われる。
この際、インプラント窩の深さを測定するために深度ゲージ１が用いられる。
【００２４】
　深度ゲージ１は、図１及び図２に示すように、断面六角形の大略角柱状になっており、
軸線方向に延在している。深度ゲージ１は、チタン材料から成る複数の連結部１１～１５
を備えており、図３及び４に示すように分解可能に構成されている。なお、本実施形態に
おいて、深度ゲージ１は、先端側連結部１１、３つの中間連結部１２～１４、及び基端側
連結部１５とを備えている。
【００２５】
　先端側連結部１１は、図３及び４に示すように大略断面六角形の大略角柱状になってい
る。先端側連結部１１の六角対辺は、インプラント稿の口径に応じた長さ、例えば２ｍｍ
以上４ｍｍ以下になっており、またその高さは、所定の高さ、例えば４ｍｍになっている
。先端側連結部１１の先端部の外縁部は、丸面取りされており、外周部には、複数（本実
施形態では３つ）の脱離防止爪２１～２３が等間隔で設けられている。本実施形態におい
て、脱離防止爪２１～２３は、外周部の角部分に１２０度ずつずらして設けられており、
その角部分から対角線上外側に突出するように設けられている。なお、脱離防止爪２１～
２３の個数は、３つや４つ以上であってもよく、周方向の間隔も１２０度に限られない。
脱離防止爪２１～２３は、軸線方向に見た平面視で大略三角形状になっており、尖端が丸
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面取りされている。
【００２６】
　先端側連結部１１の基端部分には、マーカ形成部２４が設けられている。マーカ形成部
２４は、厚みが０．１ミリ程度の薄い円環状の板部であり、その外径が先端側連結部１１
の六角対辺より小径になっている。また、マーカ形成部２４は、その軸線が先端側連結部
１１の軸線と一致するように位置しており、その内孔２４ａが軸線Ｌ１の周りに形成され
ている。先端側連結部１１の基端部分には、この内孔２４ａに繋がるようにねじ孔１１ａ
が形成されており、ねじ孔１１ａの内周部には、雌ねじが螺刻されている。そして、この
ねじ孔１１ａには、中間連結部１２が螺着されている（図２参照）。
【００２７】
　中間連結部１２は、図３乃至５に示すように本体部分３１と雄ねじ部分３２と有してい
る。本体部分３１は、大略断面六角形の大略角柱状になっている。さらに詳細に説明する
と、本体部分３１は、その六角対辺が先端側連結部１１と同じ長さになっており、平面視
で先端側連結部１１と同じ形状になっている。また、本体部分３１の高さは、所定の高さ
、例えば２ｍｍからマーカ形成部２４の厚みを引いた高さになっている。
【００２８】
　この本体部分３１の先端には、雄ねじ部分３２が設けられている。つまり、中間連結部
１２は、その先端部分に雄ねじ部分３２を有している。この雄ねじ部分３２は、その軸線
が本体部分３１の軸線Ｌ１に一致するように配置され、本体部分３１の先端から軸線Ｌ１
に沿って外方に延在している。また、雄ねじ部分３２は、その外周部に雄ねじが螺刻され
ており、先端側連結部１１のねじ孔１１ａに螺合可能になっている。雄ねじ部分３２をマ
ーカ形成部２４の内孔２４ａに通してねじ孔１１ａに螺合することで中間連結部１２が先
端側連結部１１に連結される。
【００２９】
　本体部分３１の基端部分には、マーカ形成部３４が設けられている。マーカ形成部３４
は、厚みが０．１ミリ程度の薄い円環状の板部であり、その外径が本体部分３１の六角対
辺より小径になっている。また、マーカ形成部３４は、その軸線が本体部分３１の軸線と
一致するように位置しており、その内孔３４ａが軸線Ｌ１の周りに形成されている。本体
部分３１の基端部分には、この内孔３４ａに繋がるようにねじ孔３１ａが形成されており
、ねじ孔３１ａの内周部には、雌ねじが螺刻されている。即ち、中間連結部１２は、基端
部分にねじ孔３１ａを有している。このねじ孔３１ａには、別の中間連結部１３が螺合さ
れている。
【００３０】
　その他の中間連結部１３，１４もまた前述する中間連結部１２と同様の構成を有してお
り、同一の符号を付して説明を省略する。中間連結部１２、１３のねじ孔３１ａには、別
の中間連結部１３，１４の雄ねじ部分３２が螺着されており、最も基端側に位置する中間
連結部１４には、基端側連結部１５が夫々螺着されている。
【００３１】
　基端側連結部１５は、中間連結部１２と構成が類似している。以下では、基端側連結部
１５の構成について、中間連結部１２の構成と異なる点について説明し、同一の点につい
ては同一の符号を付して説明を省略する。基端側連結部１５は、本体部分３５及び雄ねじ
部分３２を有している。本体部分３５は、中間連結部１２と同様の構成を有しているが、
その外形寸法が異なっている。即ち、本体部分３５は、断面六角形の大略角柱状になって
おり、その六角対辺が中間連結部１２の本体部分３１の六角対辺より大きくなっている。
【００３２】
　このような構成を有する深度ゲージ１は、図１及び図２に示すように先端側から順に先
端側連結部１１、３つの中間連結部１２～１４、及び基端側連結部１５を連結して構成さ
れている。具体的に説明すると、先端側連結部１１のねじ孔１１ａに１つの中間連結部１
２の雄ねじ部分３２が螺合されて先端側連結部１１と中間連結部１２とが連結されている
。連結されている中間連結部１２は、その先端が先端側連結部１１に設けられているマー
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カ形成部２４に当接するまで締められている。このように締めることで先端側連結部１２
と中間連結部１２との間には、マーカ形成部２４を外囲するように第１マーカ溝４１が形
成される。第１マーカ溝４１は、深度ゲージ１の先端から所定の高さ、本実施形態では４
ｍｍの高さに位置しており、インプラント窩の深度を示す第１深度マーカ５１を形成して
いる。
【００３３】
　また、この中間連結部１２には、そのねじ孔３１ａに別（２つ目）の中間連結部１３の
雄ねじ部分３２が螺合されており、前記別の中間連結部１３が連結されている。この別の
中間連結部１３もまた、その先端が中間連結部１２に設けられているマーカ形成部３４に
当接するまで締められている。このように締めることで２つの中間連結部１２，１３の間
には、マーカ形成部３４を外囲するように第２マーカ溝４２が形成される。第２マーカ溝
４２は、深度ゲージ１の先端から所定の高さ、本実施形態では先端側連結部１１及び中間
連結部１２の高さを合計した６ｍｍの高さに位置しており、インプラント窩の深度を示す
第２深度マーカ５２を形成している。
【００３４】
　また、前述と同様の方法で、２つ目の中間連結部１３に３つ目の中間連結部１４が連結
され、３つ目の中間連結部１４に基端側連結部１５が連結されている。３つ目の中間連結
部１４及び基端側連結部１５は、それより先端側に位置して隣接する中間連結部１３，１
４に設けられているマーカ形成部３４に夫々当接するまで締められている。これにより２
つの中間連結部１３，１４の間にマーカ形成部３４を外囲するように第３マーカ溝４３が
形成され、中間連結部１４と基端側連結部１５との間にマーカ形成部３４を外囲するよう
に第４マーカ溝４４が形成されている。第３及び第４マーカ溝４３，４４は、深度ゲージ
１の先端から所定の高さ、本実施形態では先端側連結部１１及び２つの中間連結部１２の
高さを合計した８ｍｍと、先端側連結部１１及び３つの中間連結部１２の高さを合計した
１０ｍｍとの高さに位置しており、インプラント窩の深度を示す第３及び第４深度マーカ
５３，５４を形成している。
【００３５】
　深度ゲージ１では、このように複数の連結部１１～１５が連結されることによってゲー
ジ本体２が構成される。なお、連結部１１～１５を着脱する際には、スパナ等の工具が用
いられ、例えば隣接する２つの連結部１１～１５にスパナを夫々嵌めて一方のスパナを回
すことで連結部１１～１５を着脱される。また、本実施形態では、深度ゲージ１は、ゲー
ジ本体２だけで構成されているが、ゲージ本体２、例えば基端連結部１５に把持部等を設
けてもよい。このように構成されるゲージ本体２には、所定の間隔（本実施形態では、２
ｍｍ毎）で第１～第４深度マーカ５１～５４が形成され、これら深度マーカ５１～５４に
よってインプラント窩の深度を測定することができる。
【００３６】
　なお、本実施形態では、ゲージ本体２を５つの連結部１１～１５を連結して構成してい
るが、連結する連結部の個数を変えることでゲージ本体２の長さを形成するインプラント
窩の深さに応じた長さに変えることができる。例えば、後述するように別の中間連結部１
６，１７を新たに追加することによってゲージ本体２を長くすることができる。以下では
、深度ゲージ１を用いて下顎骨６１及び上顎骨６２に夫々形成されたインプラント窩６３
，６４の深さを測定する方法について図６も参照しながら説明する。
【００３７】
　まず、インプラント窩６３，６４の深さに応じて連結する連結部の個数を選択し、選択
した個数の連結部を連結する。具体的には、インプラント窩６３，６４の深さに応じて前
述する深度ゲージ１に更に２つの中間連結部１６，１７を追加し、中間連結部１２～１４
，１６，１７の個数を５つに変える。即ち、深度ゲージ１の連結部１１～１７の個数を７
つに変える。なお、中間連結部１６，１７は、中間連結部１２～１４と同一の構成を有し
ており、説明は省略する。選択した後、５つの中間連結部１２～１４，１６，１７を先端
側連結部１１に順に連結し、最後に基端側連結部１５を最も基端側に位置する中間連結部
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１７に連結する。このようにしてインプラント窩６３，６４の深さに応じた長さの深度ゲ
ージ１を構成し、この深度ゲージ１をインプラント窩６３，６４に挿入する。
【００３８】
　深度ゲージ１は、先端側の外周部に脱離防止爪２１～２４を有しており、先端側連結部
１１、及び中間連結部１２～１４，１６，１７は、それらのインプラント窩６３，６４の
底（又は天井）まで入れたときに脱離防止爪２１～２４の全てが顎骨６１，６２に当接し
、顎骨６１，６２に深度ゲージ１が挟持されるような外径を有するものが選択される。そ
れ故、深度ゲージ１をインプラント窩６３，６４に挿入して押し込むことで、深度ゲージ
１がインプラント窩６３，６４内にて固定される。これにより、深度ゲージ１が顎骨６１
，６２、特に上顎骨６２から抜け落ちてしまうことを防ぐことができる。
【００３９】
　固定された深度ゲージ１の全長は、インプラント窩６３，６４の深さに応じた長さ、即
ちインプラント窩６３，６４の深さより長くなるように設定されている。具体的には、基
端側連結部１５がインプラント窩６３，６４から突出する、つまり顎骨６１，６２から突
出するようになっている。基端側連結部１５は、他の連結部１１～１４に比べて外径寸法
が大きくなっており、その外径寸法は形成されるインプラント窩６３，６４より大きく設
定されている。このように基端側連結部１５の外形寸法が大きいので、上顎骨６２にイン
プラント窩６４を形成する際にインプラント窩６４が上顎骨６２を貫通して上顎洞に繋が
っても基端側連結部１５が上顎骨６２の歯槽骨に当たり、深度ゲージ１が上顎洞に落ちる
ことを防ぐことができる。
【００４０】
　また、深度ゲージ１の全長は、中間連結部１２～１４，１６，１７の個数を調整して基
端側連結部１５が咬合面から突出しないように設定されている。これにより、深度ゲージ
１をインプラント窩６３，６４に挿入したまま閉口に近い状態にすることができ、上顎及
び下顎を咬合位に固定してＣＴで撮影することができる。
【００４１】
　このように深度ゲージ１では、連結部１１～１７を螺着して連結するようになっている
ので、別の連結部１６，１７を更に螺合することによってゲージ本体２の長さを調整する
ことができる。それ故、ゲージ本体２の長さ調整が容易である。また、連結される２つの
連結部、例えば中間連結部１４及び基端側連結部１５のうち先端側に位置する中間連結部
１４がねじ孔３１ａを有し、基端側に位置する基端側連結部１５に雄ねじ部分３２が形成
されている。これにより、連結した際に雄ねじ部分３２が外側に露出することを防ぐこと
ができ、雄ねじ部分３２が歯肉や歯に当たることを防ぐことができる。
【００４２】
　また、深度ゲージ１では、ゲージ本体２の外周部に周方向全周に渡ってマーカ溝４１～
４４が形成されている。従って、ゲージ本体２の先端からの距離が四方から分かりやすく
、測定時におけるゲージ本体２の向きが限定されない。従って、インプラント窩の深さを
容易に測定することがでる。
【００４３】
　＜第２実施形態＞
　第２実施形態の深度ゲージ１Ａは、第１実施形態の深度ゲージ１と構成が類似している
。以下では、第２実施形態の深度ゲージ１Ａの構成について、第１実施形態の深度ゲージ
１の構成と異なる点についてだけ説明し、同一の構成についてはその説明を省略する。
【００４４】
　第２実施形態の深度ゲージ１Ａは、図７に示すように断面六角形の大略角柱状になって
おり、オートクレーブによる高圧高温殺菌に耐え得る耐熱耐圧性能を有し、且つレントゲ
ン不透過性を有する樹脂、例えば金属粉やバリウムを含有する耐熱樹脂から成っている。
【００４５】
　深度ゲージ１Ａは、隣接する連結部１１Ａ～１５Ａ同士がマーカ形成部２４Ａ、３４Ａ
を介して連結されており、全ての連結部１１Ａ～１５Ａが一体的に形成されている。即ち
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結部１５Ａが中間連結部１２Ａ～１４Ａと同様の構成及び外形寸法を有している。
【００４６】
　このようにして構成される深度ゲージ１Ａは、隣接する連結部、例えば２つの中間連結
部１２Ａ、１３Aにスパナ等の工具を嵌め込み、２つの工具を夫々反対方向に相対的に回
すことで隣接する中間連結部１２Ａ，１３Ａの間に位置するマーカ形成部３４Ａを捩じ切
って１つ目の中間連結部１２Ａから２つ目の中間連結部１３Ａを取り外すことができるよ
うになっている（図８参照）。
【００４７】
　取り外すことにより、連結部深度ゲージ１Ａの長さをインプラント窩６３，６４（図６
参照）の深さに応じて変えることができ、第１実施形態の深度ゲージ１と同様に、深度ゲ
ージ１をインプラント窩６３，６４に挿入し、且つ上顎及び下顎を咬合位に固定した状態
にてＣＴで撮影することができる。このように深度ゲージ１Ａでは、前記中間連結部１２
を他の中間連結部１３から捩じ切ることでゲージ本体２の長さを短くすることができるの
で、その作業が容易である。
【００４８】
　第２実施形態の深度ゲージ１Ａは、その他、第１実施形態の深度ゲージ１と同様の作用
効果を奏する。
【００４９】
　＜その他の実施形態＞
　本実施形態の深度ゲージ１，１Ａの外形は、六角形であるが、この形状に限らず、楕円
型や丸型でもよく、工具にはまるような形状であればよい。また、深度ゲージ１，１Ａは
、上述するような材料に限定されない。また、本実施形態では、同一径の連結部を連結し
ているが、異なる径の連結部を連結してもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　１　深度ゲージ
　２　ゲージ本体
　１１　先端側連結部
　１１ａ　ねじ孔
　１２～１４　中間連結部
　１５　基端側連結部
　２２～２３　脱離防止爪
　２４　マーカ形成部
　３１ａ　ねじ孔
　３２　雄ねじ部分
　３４　マーカ形成部
　４１～４４　第１～第４マーカ溝
　５１～５４　深度マーカ
　６３，６４　インプラント窩
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