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(57)【要約】
　本発明は、ねじ山付き本体(2)により形成された歯科
インプラント(1)を備えた組立体に関する。ねじ山付き
本体(2)は、ボス(4)が設けられたヘッド(3)へと延び、
ボス(4)は、歯科印象採得器具(10)の遠位部分(11)のキ
ャビティ(13)内に挿入される。キャビティ(13)に突起(1
2)が設けられ、突起(12)は、ボス(4)の凹部(14)内に挿
入され、歯科インプラント(1)に形成されるボス(4)を備
えた雄部分と、雄部分に適合するキャビティ(13)を備え
た雌部分とが一直線に連結され、雄雌結合部を形成する
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の下顎骨の１つに配置される歯科インプラント（１）の位置及び向きを印象材によ
って記録するための、歯科インプラントと印象採得器具の組立体であって、
　歯科インプラント（１）は、歯科印象採得器具（１０）の遠位部分（１１）と連結され
るように構成されたヘッド（３）を有し、
　かかる連結は、組立体の雌部分に設けられた凹凸形の保持手段と、組立体の雄部分に設
けられた相補的保持手段とにより行われ、かかる連結を固定し、連結された前記雌部分と
前記雄部分の間の垂直方向移動を防止する、組立体。
【請求項２】
　前記雄部分は、歯科インプラント（１）に設けられ、
　前記雌部分は、歯科印象採得器具（１０）に設けられる、請求項１に記載の組立体。
【請求項３】
　前記雄部分は、歯科印象採得器具（１０）に設けられ、
　前記雌部分は、歯科インプラント（１）に設けられる、請求項１に記載の組立体。
【請求項４】
　前記雄部分は、回転体によって形成されたボス（４）を有し、
　前記雌部分は、前記雄部分の形状及び寸法に適合したキャビティ（１３）を有する、請
求項２又は３に記載の組立体。
【請求項５】
　前記ボス（４）は角柱形である、請求項４に記載の組立体。
【請求項６】
　前記ボス（４）は六角形断面を有する、請求項５に記載の組立体。
【請求項７】
　前記ボス（４）は円筒形である、請求項４に記載の組立体。
【請求項８】
　前記雌部分の保持手段は、前記雄部分の相補的保持手段を形成する凹部（１４）に挿入
されるように構成された突起（１２）を有する、請求項１～７のいずれか１項に記載の組
立体。
【請求項９】
　前記突起（１２）は、多角形、半円形及び円の扇形の輪郭から選択された輪郭を有する
、請求項８に記載の組立体。
【請求項１０】
　前記保持手段は、前記キャビティ（１３）の少なくとも１つの内壁に配置され、
　前記相補的保持手段は、ボス（４）の少なくとも１つの外壁に配置される、請求項４～
９のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項１１】
　前記雄部分は、更に円筒形部分（１５）を有し、前記円筒形部分（１５）の上ベース（
１７）がボス（４）に接合される、請求項４～１０のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項１２】
　前記保持手段は、前記キャビティ（１３）の周面（１８）に配置され、
　前記相補的保持手段は、前記円筒形部分（１５）の上ベース（１７）に配置される、請
求項１１に記載の組立体。
【請求項１３】
　前記保持手段は、前記円筒形部分（１５）に適合する形状及び寸法を有する前記キャビ
ティ（１３）の一部分に配置され、
　前記相補的保持手段は、前記円筒形部分（１５）の少なくとも１つの外壁に配置される
、請求項１１又は１２に記載の組立体。
【請求項１４】
　歯科印象採得器具（１０）は、印象材を保持するように構成された近位部分（１９）を
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有する、請求項１～１３のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項１５】
　前記遠位部分（１１）及び前記近位部分（１９）は、１つの同じ回転軸線（Ａ）を有す
る本質的に円筒形の形態をなす、請求項１４に記載の組立体。
【請求項１６】
　前記近位部分（１９）は、前記遠位部分（１１）よりも小さい直径を有する、請求項１
５に記載の組立体。
【請求項１７】
　前記近位部分（１９）は、２つのディスク（２０、２０′）を有し、２つのディスク（
２０、２０′）は、前記遠位部分（１１）よりも大きい直径を有し、回転軸線（Ａ）に対
して垂直方向に延び、且つ印象材の内側において歯科印象採得器具（１０）の垂直方向移
動を防止するように間隔をおく、請求項１４～１６のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項１８】
　前記ディスク（２０、２０′）は、少なくとも１つの平らな側面を有し、この側面は、
印象材の内側において歯科印象採得器具（１０）の回転防止補助部を構成する、請求項１
７に記載の組立体。
【請求項１９】
　前記遠位部分（１１）は、少なくとも１つの横溝（２１）を有し、この横溝（２１）は
、印象材の内側において歯科印象採得器具（１０）の回転防止補助部を構成する、請求項
１～１８のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項２０】
　歯科印象採得器具（１０）はプラスチックで作られる、請求項１～１９のいずれか１項
に記載の組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上顎修復専門医によって知られている印象採得段階に適した材料で患者の口
内の位置を記録する器具に連結できる喪失歯置換形式の歯科インプラントを配置する修復
歯科学分野に適用できる。
【０００２】
　従って、本発明の目的は、歯科プロテーゼ（dental prosthesis）を準備するための模
型に直ぐに転写するための迅速かつ簡単な記録を行うことができる、歯科インプラント（
dental implant）と印象採得器具の組立体を提供することにある。
【背景技術】
【０００３】
　歯科インプラント技術は、現在広く使用されており、顧客によりますます多く使用され
かつ受入れられている。一般的なに行われることは、骨組織（例えば歯根）内に、後で歯
科プロテーゼを固定するベースとして有効な歯科インプラントを挿入しかつ固定すること
によって歯を置換することである。
【０００４】
　手術の第一段階で、歯科医は、後で骨組織と一体化する歯科インプラントが導入される
上顎骨又は下顎骨に、ドリルで孔をあける骨切り術を遂行する。次の段階は、印象、即ち
、型を採得して、患者の口内での歯科インプラントの位置及び方向を記録することである
。この記録は、シリコーン、アルジネート（アルギン酸）、ハイドロコロイド等の材料を
用いて行われ、型は次の段階でセッコウ模型に転写され、これにより、歯科技工士は一時
的な又は永久的なプロテーゼを準備する。
【０００５】
　患者が要求する機能的且つ美的要件を満たす歯の修復を達成する上で、印象採得工程は
非常に重要である。この目的のため、採得される型は、第一段階で配置された歯科インプ
ラントの位置及び方向を極めて正確に反映していなくてはならない。
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【０００６】
　歯科インプラントに関する記録、即ち、型取りを実施するために、幾つかの印象採得ツ
ールすなわち器具が歯科医に知られている。既存の解決法のうち、留意すべきものとして
特許文献１及び特許文献２に開示された印象採得システムがある。これらの２つの発明は
、セメント又は他の印象材を用いた型を得るために歯科インプラントにねじ込まれる要素
に関する。
【０００７】
【特許文献１】米国特許第６，０６８，４７８号明細書
【特許文献２】国際公開第０３／０７７７８９号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　歯科インプラントにねじ込まれる印象採得器具の主な欠点は、印象採得器具により仕事
が妨げられることであり、これは、歯科インプラントを印象採得器具に固定するのに、歯
科インプラント自体に孔あけしなければならないねじ又は他の補助要素の使用を必要とす
るという事実のほか、ねじを締めたり緩めたりすることにより仕事が遅くなるからである
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、説明した側面の各々における上記欠点を解決し、下顎骨内での歯科インプラ
ントの位置の迅速かつ簡単な記録を可能にし、それにより、この記録をワーク模型に直ぐ
に転写させ、このワーク模型から最終歯科プロテーゼを作ることができる。本発明は、既
知のものに比べてかなり簡単な構造を有する歯科インプラントと印象採得器具の組立体を
構成する。
【００１０】
　より詳しくは、歯科インプラントと印象採得器具の組立体は、簡単な「クリック」機構
、即ち、凹凸形機構により連結されるものであり、これは、両方の構成要素が互いに挿入
されるように構成されると共に、両方の構成要素（一方の構成要素が雄部品として機能し
、他方の構成要素が雌部品として機能する）を接合させたときの連結を確実にする保持手
段を有しているからである。
【００１１】
　本発明の組立体の歯科インプラントは、単一の回転体によって構成され、ヘッドを有し
、ヘッドは、好ましい一実施形態では、円筒形部分によって構成され、円筒形部分の下部
は、逆円錐台形状の部分をなすように延長され、逆円錐台形状の部分の下部は、患者に形
成されたハニカム孔に埋め込まれる雄ねじ付きの円筒体をなすように延長されている。歯
科インプラントのヘッドは、後述の印象採得器具に連結されるように特に構成されている
。
【００１２】
　印象採得器具は、好ましくは円筒形中央本体で且つ好ましくはプラスチックで作られた
構造を有し、円筒形本体は、印象材を保持するように設計され且つ近位部分と称する部分
と、近位部分の反対側にある部分、即ち、遠位部分とを有し、遠位部分は、上述した歯科
インプラントと嵌合するように構成されている。
【００１３】
　本発明の一実施形態は、雄部分が歯科インプラントのヘッドにあり、雌部分が歯科印象
採得器具の遠位部分内にあるように構成される。しかしながら、これとは逆の構成の実施
形態も可能であり、雄部分を歯科印象採得器具に設け、雌部分を歯科インプラントに設け
るように構成されてもよい。
【００１４】
　特定の実施形態では、雄部分は、回転によって形成されたボスを有し、雌部分は、ボス
に適合する形状及び寸法のキャビティ（空所）を有する。他の実施形態の例は、歯科イン



(5) JP 2009-526585 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

プラントのヘッドの円筒形部分を追加的に有する雄部分を有し、ヘッドは、その上ベース
のところでボスに接合される。雌部分を形成するキャビティの形状は、可能な各実施形態
において、雄部分の挿入が完全であるように雄部分の形態に適合される。更に、雄部分に
設けられた相補的な保持手段と協働する雌部分の保持手段は、雄部分と雌部分との間の連
結を安定させる。
【００１５】
　ボスは、キャビティと連結される雄部分として機能し、円形断面又は多角形断面を有す
るのがよく、好ましくは六角形断面を有する。
【００１６】
　雌部分の保持手段は、複数の突起を有し、突起の輪郭は、それに対応する凹部が適合で
きる多角形、半円形又は円の扇形又はその他の形状であるのがよく、これらの凹部は、雄
部分の相補的保持手段を構成する。保持手段、即ち、突起は、キャビティの少なくとも１
つの内壁に作られ、キャビティの断面が六角形又は他の多角形の断面を有する場合には、
これらの壁の各々に設けられることが好ましい。相補的保持手段、即ち、凹部は、ボスの
少なくとも１つの外壁に形成され、キャビティの断面が六角形又は他の多角形断面を有す
る場合にはこれらの各々の壁に設けられ、又は歯科インプラントのヘッドの円筒形部分の
外壁に設けられることが好ましい。他の実施形態によれば、雄部分として機能するボスが
立ち上がっている円筒形部分の上ベースからの円筒形部分を印象採得器具に形成し、一方
、これらのボス及び円筒形部分に適合するキャビティを歯科インプラントに形成してもよ
い。可能性のある最終の実施形態は、保持突起が、キャビティの開口を包囲するキャビテ
ィの周面にあり、保持凹部が、組立体の雄部分として含まれる円筒形部分の上ベースにあ
る。
【００１７】
　このような保持機構を設けることにより、雄部品がキャビティ内に入ると、突起が凹部
と結合され、印象採得器具と歯科インプラントとの連結の際に安定した固定を達成する。
【００１８】
　加えて、歯科印象採得器具は、印象材を保持するように設計された近位部分を有する。
近位部分は、歯科インプラントが固定される下顎骨の任意の領域に印象採得器具を配置す
ることを可能にするように調節された寸法及び人間工学的特徴を有し、更に、印象採得器
具を印象材に埋め込んだときに印象採得器具が印象材の内側で不本意に垂直方向に移動し
たり回転したりすることを防止する構造的特徴を有する。
【００１９】
　より詳しくは、印象採得器具の近位部分は、ディスクとして構成された２つの要素を有
し、要素は遠位部分より大きい直径を有し印象採得器具の回転軸線に対して垂直である。
これらの要素は、少なくとも１つの平らな側面を備えた円形の形状にしてもよいし、六角
形、八角形等の当業者に知られた他の形状にしてもよい。両ディスクは平行に配置されか
つ形状及び寸法が同一であり、これらの間に印象材を保持しかつ垂直方向移動を防止する
ように適当な間隔があけられている。ディスクの数は、小さい口の高さを有する場合に一
方のディスクを切断できるようにするため２つであるのが好ましく、最も遠位側のディス
クは、遠位側に設けられた横溝と一緒に垂直方向に保持されるのが有効である。好ましい
実施形態によれば、近位部分は遠位部分より小さい直径を有し、遠位部分には横溝を設け
て、近位部分のディスクと協働して作用して、印象材内での印象採得器具の回転をなくし
かつ垂直方向の保持を補助する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　説明を補足しかつ好ましい実施形態による本発明の特徴のより良い理解を補助すべく、
前記説明の一体部分として１組の図面を添付するが、これらの図面は本発明の特徴を限定
するものではなく、例示として示すものである。
【００２１】
　図面を参照すると、２つの部品又は構成要素からなる一実施形態が示され、２つの部品
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又は構成要素は、歯科インプラント１及び歯科印象採得器具１０である。歯科インプラン
ト１は、図１に示すように、患者の上顎骨内に固定されるように、ねじ山付き本体２によ
って構成され、本体２は、上部のところのヘッド３まで延び、ヘッド３は、図２に示す歯
科印象採得器具１０と連結されるように構成されている。選択的には、ねじ山付き本体２
は、一方の側部の下部のところに、少なくとも１つの凹部２２を有し、凹部２２は、上顎
骨に予め形成された人工的なハニカム孔内に歯科インプラント１をねじ込むことを容易に
する。
【００２２】
　図２及び図６に示すように、歯科印象採得器具１０は、その中心線Ｍに対して互いに反
対側に位置する２つの部分を有し、２つの部分は、歯科印象採得器具１０が歯科インプラ
ント１に連結される遠位部分１１と、印象を採得するのに使用される材料を受入れるため
の近位部分１９とであり、近位部分１９は、この作業中、使用される材料内に配置される
。
【００２３】
　このような歯科印象採得器具１０は、回転体として構成され、好ましくはプラスチック
で作られ、それにより、遠位部分１１及び近位部分１９は、回転軸線Ａの回りで回転する
ように構成され、近位部分１９において、回転軸線Ａに垂直な１対のディスク２０、２０
′を有する。印象材は、１対のディスク２０、２０′の間に保持され、これにより、歯科
印象採得器具１０は、印象採得が台無しになる垂直方向の移動が不意におこらないように
印象材内に固定される。印象材を保持するディスク２０、２０′は完全な円形であっても
よいし、図２及び図６に示すように平らな側面が設けられてもよく、平らな側面は、歯科
印象採得器具１０が埋め込まれる印象材内での歯科印象採得器具１０に対する回転防止効
果を達成する。この実施形態では、遠位部分１１及び近位部分１９は、円筒形主本体から
構成される円形断面を有し、遠位部分１１は、近位部分１９よりも大きい直径を有する。
また、両ディスク２０、２０′の直径は、遠位部分１１の直径よりも僅かに大きい。
【００２４】
　上記説明を考慮に入れ、歯科インプラント１及び歯科印象採得器具１０は、互いに連結
されるように構成され、組立体を回転軸線Ａに従って整列させ、図３に示すような簡単な
凹凸形手段によって、歯科インプラント１のヘッド３と、歯科印象採得器具１０の遠位部
分１１の下ベースとを対向させる。この場合、ヘッド３からボス４が立ち上がっており、
ボス４は、六角形断面を有する連結部の雄部分を形成する。遠位部分１１は、ボス４を受
入れる雌部分として機能するキャビティ１３を有している。好ましい実施形態によれば、
キャビティ１３も六角形であり、ボス４とのぴったりの嵌合を可能にする寸法を有してい
る。
【００２５】
　歯科印象採得器具１０を歯科インプラント１に固定できるようにするため、ひとたび雄
部分及び雌部分が連結されたならば、両部分は、連結された組立体の部品を完全に固定す
べく互いに相補的な保持手段を有する。図３及び図４に示すように、保持手段は、キャビ
ティ１３の内壁（単一又は複数）内に形成された突起１２を有している。図４のＡ、Ｂ及
びＣには、それぞれ、突起１２の異なる実施形態、すなわち、多角形輪郭又は角のある輪
郭で傾斜縁部を有するもの、球形又は半球形の形状をなすもの、半円形又は円の扇形の輪
郭を有するもの等が示されているが、組立体の連結された要素間の安定保持を確保する機
能を満たす他の設計も可能である。
【００２６】
　関連する図３及び図５に示すように、歯科インプラント１の雄部分は、突起１２が挿入
される形状及び寸法を有する凹部１４を有し、例えば１対の凹部１４は、それに対応する
各対の突起１２と同じ数及び同じ位置に配置されている。これらの凹部１４は、ボス４に
設けられるか、キャビティ１３に設けられるかに従って論理的な態様で、六角形の各外面
（外壁）又は内面（内壁）に配置され、かつ六角形要素の各縁部から小さい距離を隔てて
配置される。保持手段及び相補的手段の位置は、変更することにより他の多くの実施形態
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【００２７】
　図５は、歯科インプラント１のヘッド３をより詳細に示し、ヘッド３は、円筒形部分１
５によって形成され、ボス４が、円筒形部分１５から立ち上がり、逆円錐台形部分１６が
、円筒形部分１５の下部から延び、ねじ山付き本体２が、逆円錐台形部分１６に接合され
ている。上述したように、凹部１４が、雄部分として機能するボス４の側面に配置されて
いるが、凹部１４は、ボス４の外縁部に配置されてもよいし、ボス４を円筒形部分１５の
上ベース１７のところでボス４を包囲するように配置されていてもよいし、円筒形部分１
５の外壁内に配置されてもよい。凹部１４の位置は、組立体の雌部分（この特定例では、
歯科印象採得器具１０の遠位部分１１）のキャビティ１３内の相補的形状の突起１２に従
っている。
【００２８】
　遠位部分１１は更に、少なくとも１つの横溝２１を有し、横溝２１は、図示の例では２
つの対向溝であり、２つのディスク２０、２０′と協働する補完体として印象材内の回転
防止機能において協働し、歯科印象採得器具１０の垂直移動時の移動をなくする。
【００２９】
　以上、本発明の幾つかの好ましい実施形態に従って本発明を説明したが、当業者ならば
、多くの変更を導入できかつこれらの変更を特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で
組合せることができることは理解されよう。本明細書で説明した歯科印象採得器具の全て
の細部及びアクセサリ要素並びに形状、寸法及び材料は、特許請求の範囲に記載の範囲か
ら逸脱することなく、他の均等技術に適宜置換できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の組立体の好ましい実施形態による連結部の雄部品を備えた歯科インプラ
ントを示す側面図である。
【図２】図１に示した歯科インプラントに連結する連結部の雌部品を備えた歯科印象採得
器具を底面から見た斜視図である。
【図３】本発明の目的による凹凸連結をなす位置にある図１に示す歯科インプラント及び
図２に示す歯科印象採得器具を底面から見た斜視図である。
【図４】歯科印象採得器具の雌部品の細部が異なる３つの実施形態を底面から見た斜視図
である。
【図５】可能性ある歯科インプラントの雄部品を底面から見た斜視図である。
【図６】本発明の好ましい実施形態による組立体オブジェクトの歯科印象採得器具を示す
側面図及び正面図である。
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【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成20年6月4日(2008.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の下顎骨の１つに配置される歯科インプラント（１）の位置及び向きを印象材によ
って記録するための、歯科インプラントと印象採得器具の組立体であって、
　歯科インプラント（１）は、歯科印象採得器具（１０）の遠位部分（１１）と連結され
るように構成されたヘッド（３）を有し、
　かかる連結は、前記組立体の雌部分に設けられた凹形の保持手段と、前記組立体の雄部
分に設けられた相補的保持手段とにより行われ、かかる連結を固定し、連結された前記雌
部分と前記雄部分の間の垂直方向移動を防止し、
　前記雄部分は、歯科インプラント（１）に設けられ、前記雌部分は、歯科印象採得器具
（１０）に設けられ、
　前記雌部分は、前記雄部分の形状及び寸法に適合したキャビティ（１３）を有し、
　ボス（４）が、前記ヘッド（３）から突出し、六角形断面を有する、組立体。
【請求項２】
　前記雌部分の保持手段は、前記雄部分の相補的保持手段を形成する凹部（１４）に挿入
されるように構成された突起（１２）を有する、請求項１に記載の組立体。
【請求項３】
　前記突起（１２）は、多角形、半円形及び円の扇形の輪郭から選択された輪郭を有する
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、請求項２に記載の組立体。
【請求項４】
　前記保持手段は、前記キャビティ（１３）の少なくとも１つの内壁に配置され、
　前記相補的保持手段は、ボス（４）の少なくとも１つの外壁に配置される、請求項１～
３のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項５】
　前記雄部分は、更に円筒形部分（１５）を有し、前記円筒形部分（１５）の上ベース（
１７）がボス（４）に接合される、請求項１～４のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項６】
　前記保持手段は、前記キャビティ（１３）の周面（１８）に配置され、
　前記相補的保持手段は、前記円筒形部分（１５）の上ベース（１７）に配置される、請
求項５に記載の組立体。
【請求項７】
　前記保持手段は、前記円筒形部分（１５）に適合する形状及び寸法を有する前記キャビ
ティ（１３）の一部分に配置され、
　前記相補的保持手段は、前記円筒形部分（１５）の少なくとも１つの外壁に配置される
、請求項５又は６に記載の組立体。
【請求項８】
　歯科印象採得器具（１０）は、印象材を保持するように構成された近位部分（１９）を
有する、請求項１～７のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項９】
　前記遠位部分（１１）及び前記近位部分（１９）は、１つの同じ回転軸線（Ａ）を有す
る本質的に円筒形の形態をなす、請求項８に記載の組立体。
【請求項１０】
　前記近位部分（１９）は、前記遠位部分（１１）よりも小さい直径を有する、請求項９
に記載の組立体。
【請求項１１】
　前記近位部分（１９）は、２つのディスク（２０、２０′）を有し、２つのディスク（
２０、２０′）は、前記遠位部分（１１）よりも大きい直径を有し、回転軸線（Ａ）に対
して垂直方向に延び、且つ印象材の内側において歯科印象採得器具（１０）の垂直方向移
動を防止するように間隔をおく、請求項８～１０のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項１２】
　前記ディスク（２０、２０′）は、少なくとも１つの平らな側面を有し、この側面は、
印象材の内側において歯科印象採得器具（１０）の回転防止補助部を構成する、請求項１
１に記載の組立体。
【請求項１３】
　前記遠位部分（１１）は、少なくとも１つの横溝（２１）を有し、この横溝（２１）は
、印象材の内側において歯科印象採得器具（１０）の回転防止補助部を構成する、請求項
８～１２のいずれか１項に記載の組立体。
【請求項１４】
　歯科印象採得器具（１０）はプラスチックで作られる、請求項８～１３のいずれか１項
に記載の組立体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　より詳しくは、歯科インプラントと印象採得器具の組立体は、簡単な「クリック」機構
、即ち、凹形機構により連結されるものであり、これは、両方の構成要素が互いに挿入さ
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れるように構成されると共に、両方の構成要素（一方の構成要素が雄部品として機能し、
他方の構成要素が雌部品として機能する）を接合させたときの連結を確実にする保持手段
を有しているからである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　特定の実施形態では、雄部分は、ボスを有し、雌部分は、ボスに適合する形状及び寸法
のキャビティ（空所）を有する。他の実施形態の例は、歯科インプラントのヘッドの円筒
形部分を追加的に有する雄部分を有し、ヘッドは、その上ベースのところでボスに接合さ
れる。雌部分を形成するキャビティの形状は、可能な各実施形態において、雄部分の挿入
が完全であるように雄部分の形態に適合される。更に、雄部分に設けられた相補的な保持
手段と協働する雌部分の保持手段は、雄部分と雌部分との間の連結を安定させる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　上記説明を考慮に入れ、歯科インプラント１及び歯科印象採得器具１０は、互いに連結
されるように構成され、組立体を回転軸線Ａに従って整列させ、図３に示すような凹形手
段によって、歯科インプラント１のヘッド３と、歯科印象採得器具１０の遠位部分１１の
下ベースとを対向させる。この場合、ヘッド３からボス４が立ち上がっており、ボス４は
、六角形断面を有する連結部の雄部分を形成する。遠位部分１１は、ボス４を受入れる雌
部分として機能するキャビティ１３を有している。好ましい実施形態によれば、キャビテ
ィ１３も六角形であり、ボス４とのぴったりの嵌合を可能にする寸法を有している。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
【図１】本発明の組立体の好ましい実施形態による連結部の雄部品を備えた歯科インプラ
ントを示す側面図である。
【図２】図１に示した歯科インプラントに連結する連結部の雌部品を備えた歯科印象採得
器具を底面から見た斜視図である。
【図３】本発明の目的による凹形連結をなす位置にある図１に示す歯科インプラント及び
図２に示す歯科印象採得器具を底面から見た斜視図である。
【図４】歯科印象採得器具の雌部品の細部が異なる３つの実施形態を底面から見た斜視図
である。
【図５】可能性ある歯科インプラントの雄部品を底面から見た斜視図である。
【図６】本発明の好ましい実施形態による組立体オブジェクトの歯科印象採得器具を示す
側面図及び正面図である。
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