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ご　挨　拶

� 第29回日本磁気歯科学会学術大会
� 大会長　鱒見　進一
� 九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野　教授

時下益々ご清栄の段，お慶び申し上げます。平素は当学会の事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申
し上げます。この度，2019年11月９日（土），10日（日）の２日間，第29回日本磁気歯科学会学術大
会を大分で開催することとなりました。
　前回大会長を務めましたのが2005年の第15回大会でしたので，あれから14年経過致しました。歯
科用磁性アタッチメントがISO13017を取得し，臨床の場では広く応用されるようになってきました。
加えて，磁界や磁力に関する基礎的研究から臨床への多様な磁気応用の実践まで行われるようになっ
たことは，非常に喜ばしいことです。
　さて，今回の学術大会では，特別講演として長崎大学大学院工学研究科電気・情報科学部門の中野
正基教授をお迎えし，先生のご専門である厚膜磁石に関する講演をしていただきます。また，毎年開
催されておりますISO/TC106会議の現況報告や，例年通り一般口演やポスター発表も行います。
　会場は，別府にほど近い温泉のあるホテルですので，温泉に入り，懇親会では大分の食材に舌鼓を
打ちながら親睦の輪を広げるとともに，有意義な意見交換ができればと考えております。
　是非とも多くの皆様にご参加していただききますようお願い申し上げます。
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学術大会参加者へのご案内
【ご案内】
１．参加者は，受付にて学術大会参加証をお受け取りください。
２．参加証は，氏名・所属を記入の上，首から下げてご入場ください。
　　参加証の下部は領収証になっております。
３．�クローク受付時間は11月10日（日）９：00〜12：00です。ただし，貴重品やこわれもの（PCを含む）

などのお預かりはできませんので，ご了承ください。

【日歯生涯研修について】
１．学術大会に参加した場合は，特別研修として10単位が取得できます。
２．�なお，特別研修の単位登録には受講研修登録用ICカードが必要ですので，ご自身の日歯ICカー

ドを必ずご持参ください。

【喫煙・飲食等のご案内】
１．�喫煙所は１Ｆホテル玄関横，３Ｆエレベーターホール前の喫煙所（和宴会場前）および９階エ

レベーターホール前にございます。
２．会場近隣にコンビニはありますが，周辺には飲食店がありませんのでご注意ください。

-ご発表の皆様へ-
【口演発表】
１．�一般口演は，発表８分，質疑応答２分です。なお，質疑の延長やPCの入れ替え時間を考慮して

１演題あたり12分の時間をとっています。
２．主管校が準備するPCの仕様はWin�7/Corei�3/Office�2013あるいは2016です。
３．�発表用ファイルは30分前にUSBメモリを発表受付にご持参ください。また動画もしくはMacを

ご使用の方は，ご自身のPCをご持参ください（ACアダプターを含む）。ご自身のPCを使用する
場合は，事前の試写をお勧めします。

４．質疑応答に関しては，座長の指示に従い，所属と氏名を告げた後に，簡潔な発言をお願いします。

【ポスター発表】
１．�ポスター発表は，発表５分，質疑応答５分です。演題番号ごとに，11月９日（土）15：20〜�

16：20に行う予定です。
２．�ポスターサイズ・書式は，横90cm×縦180cmで作成してください。上部20㎝に演題番号，演題，

発表者名，所属を入れてください。ポスターボードの大きさは，横90㎝×縦210㎝です。

【ポスター掲示】
ポスター発表者は，11月９日（土）の15：00までに掲示してください。
交通の関係で到着の遅れる方は，ポスター討論の時間に間に合うように，到着後速やかに掲示して
ください。
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（例）

　　　

【発表に関する利益相反（conflict of interest:　COI）の開示について】
本学会が主催する学術大会などで発表する場合，筆頭発表者には，演題登録時に「自己申告による
COI報告書」の提出と発表スライドあるいはポスターにCOI状態の開示が必須となります。詳細は
学術大会ホームページの「演題登録」および「発表形式」をご参照ください。

【事後抄録】
事前抄録への追加・修正があった場合に限り，学会当日会場にて，A４用紙にまとめた事後抄録お
よびwordまたはテキスト形式で保存されたCD-Rのご提出をお願いいたします。抄録の表紙には演
題番号・演題名・発表者氏名・所属を記載してください。なお，提出された用紙・CD-Rは返却され
ませんのでご了承ください。
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開催概要
【学会名】� 第29回日本磁気歯科学会学術大会
【会　期】� 2019年11月９日（土）〜11月10日（日）
【会　場】� Hotel�&�Resorts�BEPPUWAN　　
� 〒879-1508　大分県速見郡日出町平道入江1825

【大会長】� 大会長　鱒見進一（九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野）
【日　程】� � � 　　　　〈会　場〉
■11月９日（土）� 10：00－12：00� 理事会� ２F　グランドホール
� � � 　　　（カトレア）
� 12：00－12：55� 開場・受付開始
� 12：55－13：00� 開会の辞� ２F　グランドホール
� 13：00－13：20� 臨床評価委員会報告� 　　　（コスモス・ローズ）
� 13：25－15：10� 一般口演
� 15：20－16：20� ポスター発表
� 16：30－17：30� 特別講演
� 17：30－18：00� 歯科医学会会長との懇談会
� 19：00－20：45� 会員懇親会� ３F　豊の国（和室大宴会場）

■11月10日（日）� ８：30－９：30� 各種委員会� ２F　グランドホール
� � � 　　　（カトレア）
� ９：30－10：00� 総　会� ２F　グランドホール
� 10：00－10：30� ISO対策委員会報告� 　　　（コスモス・ローズ）
� 10：30－11：30� 教育講演
� 11：30－11：35� 閉会の辞

【プログラム】� 特別講演� 2019年11月９日（土）16：30〜17：30
� 長崎大学大学院工学研究科　電気・情報科学部門　中野正基教授
� 『希土類系・白金系厚膜磁石（ミニマグ）の開発』

� 教育講演� 2019年11月10日（日）10：30〜11：30
� 鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座　大久保力廣教授
� 『マグネットアタッチメントの魅力と本学会の歩むべき道』

� 一般口演およびポスター発表
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学会会場のご案内

1F

2F

3F

ホテル入口

総合受付 学会会場
（口演・ポスター）

懇談会会場

理事会・委員会会場

懇親会会場
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【学 会 参 加 費】　10月15日（火）まで6000円（会員）/8000円（非会員）
※�10月15日を過ぎた場合は，学会，宿泊，懇親会の参加が不可能となりますので，くれぐれもご注意
ください。

【懇 親 会】
　　　日　時：11月９日　19：00〜20：45
　　　場　所：Hotel�&�Resorts�BEPPUWAN　3F　豊の国（和室大宴会場）
　　　会　費：10,000円
　　　　　　　（参加登録時に宿泊費と併せてお支払い下さい）

【大会ホームページURL】　http://jsmad29th.com

【学 術 大 会 事 務 局】　九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野
　　　　　　　　　　　　　〒803-8580　
　　　　　　　　　　　　　北九州市小倉北区真鶴２丁目６番１号
　　　　　　　　　　　　　E-mail：jsmad29@gmail.com

【運 営 事 務 局】　（株）エス・ティー・ワールド　コンベンション事業部内
　　　　　　　　　　　　　〒810-0001　
　　　　　　　　　　　　　福岡市中央区天神２-８-30　天神西通りビジネスセンター６F
　　　　　　　　　　　　　TEL：092-288-7577　　FAX：092-738-3791
　　　　　　　　　　　　　E-mail：jsmad29@stworld.jp
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交通のご案内

会　場：Hotel�&�Resorts�BEPPUWAN
住　所：〒879-1508　大分県速見郡日出町平道入江1825

●電車でお越しの方
・JR博多駅　JR日豊本線　特急�約２時間10分＋JR日豊本線約10分
・JR小倉駅　JR日豊本線　特急�約１時間20分＋JR日豊本線約10分
・JR別府駅　JR日豊本線　約10分
・JR熊本駅　JR豊肥本線　特急�約２時間50分＋JR日豊本線約10分
・JR宮崎駅　JR日豊本線　特急�３時間30分＋JR日豊本線約10分
　➡　JR亀川駅　下車→車・タクシー　約５分（３km）　料金　約￥1,000

●お車でお越しの方
・小倉東IC→北大道路（中津･宇佐経由約30分）→速見IC→約10分
・大宰府IC→九州自動車道→鳥栖JC→大分自動車道（約１時間20分）→日出JC→速見IC→約10分
※駐車場のご利用は先着順となります。（料金…無料／収納台数…240台）

●飛行機でお越しの方
・�大分空港→空港特急バスエアライナー　約30分�料金�￥1,300→バス停Hotel�&�Resorts�BEPPUWAN
前
※2018年６月現在　（降車のみ�乗車は日出より）→徒歩約５分
・大分空港→車・タクシー　約30分（約31km）料金�約￥8,000　（空港道路を利用の場合）

●船舶でお越しの方
・別府観光港→車・タクシー　約10分（約６km）　料金�約￥1,900
・大分港→車・タクシー　約30分（約20km）料金�約￥5,000
・�交通センター→大分交通バス�日出・杵築・国東方面　約15分（約６km）料金�￥360→小浦→徒歩
約５分
・�西大分駅前→大分交通バス�日出・杵築・国東方面　約45分（約20km）料金�￥790→小浦→徒歩約
５分
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〈プログラム　（１日目）〉　令和元年11月９日（土）

10：00〜12：00　理事会

12：00〜12：55　開場・受付開始

12：55〜13：00　開会の辞� 大会長：鱒見進一

13：00〜13：20　臨床評価委員会報告� 座長：秀島雅之（東医歯大）
『予後評価の実施法に関して』
臨床評価委員会委員長　永田和裕
日本歯科大学新潟病院総合診療科

13：25〜14：05　　一般口演１� 座長：大山哲生（日本大）

O-1． 磁 性 ア タ ッ チ メ ン ト に お け る 磁 石 構 造 体 の 新 た な 取 り 付 け 法 のImplant-assisted　
removable partial denture (IRPD)への応用
The�new�procedure�of�fixing�magnetic�assemblies�to�an� implant-assisted�removable�partial�
denture�unit
◯山本裕明１），秀島雅之２）

１）日本歯科先端技術研究所，津田歯科医院
２）東京医科歯科大学歯学部附属病院回復系診療科快眠歯科（いびき・無呼吸）外来

O-2．磁性アタッチメントを付与した下顎リーゲルテレスコープIODの１症例
Mandibular�IOD�using�riegel�telescope�with�magnetic�attachment
〇今泉直也１），鈴木恭典１，２），仲田豊生１），武藤亮治１），新保秀仁１），栗原大介１），大久保力廣１，２）

１）鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
２）鶴見大学歯学部インプラントセンター

O-3． 磁性アタッチメントを用いたインプラントオーバーデンチャーにおける即時荷重と通常荷重の
咀嚼能力の比較　　
Comparison�of�masticatory�performances�between� immediately� loaded�and�conventionally�
loaded�mandibular�two-implant�overdentures�with�magnetic�attachments
○渡辺昌崇１），金澤　学１），宮安杏奈１），島田　亮１），根來大幹１），上原容子１），佐藤大輔２）,
　佐藤佑介１），水口俊介１）

１）東京医科歯科大学�大学院医歯学総合研究科�高齢者歯科学分野
２）東京医科歯科大学�大学院医歯学総合研究科　インプラント・口腔再生医学分野
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14：05〜14：30　　一般口演２� 座長：金澤　学（東医歯大）�

O-4．低周波パルス磁場が上皮角化細胞の遊走に与える影響
ELF�pulsed�magnetic�field�affected�keratinocytes�migration�during�wound�healing
〇深田有希，渡邉　恵，石田雄一，市川哲雄
　徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野��

O-5．磁性アタッチメント義歯設計におけるインプラント支持に関する力学的検討
Mechanical� analysis� of� implant� support� in� removable�partial� denture�design�applied� a�
magnetic�attachment
〇神原　亮，熊野弘一，青山莉子，藤波和華子，中村好德，庄司和伸，永井秀典，武部　純
　愛知学院大学歯学部有床義歯学講座

14：30〜15：10　　一般口演３� 座長：武部　純（愛院大）�

O-6．磁石構造体同士を組み合わせた場合の維持力の特徴
A�feature�of�the�retentive�force�of�combination�of�two�magnetic�assemblies
○高橋正敏１），山口洋史１，２），高田雄京１）

１）東北大学大学院歯学研究科歯科生体材料学分野
２）東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野

O-7．磁石構造体を直列配置した際の磁性アタッチメントの吸引力に関する研究
Study�on�attractive�force�of�magnetic�attachment�with�magnetic�assemblies�arranged�in�series
〇中林晋也１，２），永井栄一１，２），大山哲生１，２），大谷賢二１，２），眞田淳太郎１），月村直樹１，２），
　石上友彦１，２）

１）日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座
２）日本大学歯学部総合歯学研究所臨床部門

O-8．MRI照射後のキーパーが吸引力に及ぼす影響
Effect�of�keeper�after�MRI�irradiation�on�attractive�force
○鱒見進一１），槙原絵理１），渡辺崇文１），津田尚吾１），八木まゆみ１），有田正博１），
　鱒見　匠１），菊地　亮２）

１）九州歯科大学口腔機能学講座顎口腔欠損再構築学分野
２）NEOMAXエンジニアリング株式会社
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15：20〜16：20　　ポスター発表� 座長：有田正博（九歯大）

P-1．支台歯の負担能力を考慮して磁性アタッチメントを用いた１症例
A�case�report�of�a�removable�partial�denture�using�magnetic�attachment�considering�bearing�
capacity�of�abutment�teeth
◯曽根峰世，松本大慶，小山夏実，鳴海史子，松川高明，内田茂則,�染川正多，高橋�快，
　鈴木美都,�三吉佑香，吉田拓矢,�坂本大輔,�岡本和彦,�大川周治
　明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

P-2．インプラント用磁性アタッチメントがMRI撮影に与える影響
Influence�of�magnetic�attachment�for�implant�on�MRI�scan
○丸尾亮太，今泉直也，武藤亮治，鈴木恭典，大久保力廣
　鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座

P-3．開磁路型磁石の吸引力と磁場の範囲
Attractive�force�of�magnets�and�extent�of�their�magnetic�fields
○山口洋史１，２），高橋正敏２），戸川元一２），高田雄京２）

１）東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野
２）東北大学大学院歯学研究科歯科生体材料学分野

16：30〜17：30　特別講演� 座長：大久保力廣（鶴見大）　

『希土類系・白金系厚膜磁石（ミニマグ）の開発』
中野正基
長崎大学大学院工学研究科　電気・情報化学部門教授

17：30〜18：00　歯科医学会会長との懇談会� 座長：大久保力廣（鶴見大）

石井信之�
日本歯科医学会常任理事，神奈川歯科大学教授

19：00〜20：45� 会員懇親会
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〈プログラム　（２日目）〉　令和元年11月10日（日）

８：30〜９：30　各種委員会

９：30〜10：00　総会

10：00〜10：30　ISO対策委員会報告� 座長：槙原絵理（九歯大）
『歯科用磁性アタッチメントの国際標準化を目指して
　－�ISO/�TC106�大阪会議�－』
ISO対策委員会委員長　高田雄京
東北大学大学院歯学研究科歯科生体材料学分野

10：30〜11：30　教育講演� 座長：鱒見進一（九歯大）
『マグネットアタッチメントの魅力と本学会の歩むべき道』
日本磁気歯科学会理事長　大久保力廣
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座

11：30〜11：35　閉会の辞� 次期大会長：武部　純（愛院大）
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【特別講演】11月９日（土）16：30～17：30

希土類系・白金系厚膜磁石（ミニマグ）の開発

� 長崎大学大学院　工学研究科

� 中野　正基

「永久磁石膜（ハ―ド磁性膜）」が最も実用化されている例は，「磁気記録媒体（セミハード磁性膜と
も呼ばれる）」である。現状で，それ自体の厚みは数10�nmと極めて薄いものの，「媒体を支える下地層」
や「磁気記録ヘッド」との絶妙な関係で，ハードディスク用材料として長年利用されてきた。ここでは，
磁気記録媒体に比べ100〜1000倍以上の厚みを有し，「小型モータの機械的駆動力」や「センサーにお
けるバイアス」に利用する磁界を発生可能な材料として「厚膜磁石（磁石膜・ミニマグ）」を取り上げる。
厚膜磁石の実用的応用例は少ないものの，毎年，多くの研究者が学術論文を発表している。
「小型の永久磁石の開発」を追求する一つの理由は，体積の小さな永久磁石を搭載したデバイスが
既存のものに比べ，より小型・軽量化が実現できるのはもちろんのこと，同じ体積のデバイスであ
るならば余剰のスペースに他のデバイスを搭載する事でデバイスの高機能化が期待されるためであ
る。例えば，実機のモータは，希土類系ボンド磁石の体積を減少させる事で，小型・軽量化が進めら
れてきた。バルク材料ではなく，成膜手法を用いて作製した「厚膜磁石」の小型モータへの搭載とし
ては，研究開発ベースであるものの，1991年山崎らによりスパッタリング法を用いた20�µm厚異方性
Nd-Fe-B系厚膜磁石の報告を始めとし，PLD（Pulsed�Laser�Deposition）法を用いFe基板をヨーク
として利用した厚さ約200�µm試料の等方性Nd-Fe-B系厚膜磁石の作製と厚み0.8�mmの薄型DCモー
タへの応用が我々のグループより報告されている。
一方，スパッタリング法を用い，シリコンやガラス等の非金属基板上に10�µm以上に膜厚増加させ
たNd-Fe-B系厚膜磁石が，MEMS（Micro-electromechanical�system)用の材料として利用できる可
能性が複数の研究者により示唆されている。我々もシリコン基板上へのPLD法を用いた等方性Nd-
Fe-B系厚膜磁石の作製ならびに微細加工に関し検討を進めている。ここでは触れないが，発表では
金属やシリコン基板上に作製した白金系厚膜磁石に関しても紹介する。

≪略　歴≫
� 1992年３月　東北大学工学研究科博士前期課程修了��
� 1995年３月　東北大学�工学研究科博士後期課程修了�
� 1995年４月　長崎大学工学部　助手赴任，その後，助教授・准教授を経て
� 2014年４月　長崎大学�工学研究科�教授　現在に至る
� その間，ウイーン工科大学など　客員研究員
� その他：「電気学会��次世代永久磁石の研究開発動向と応用に関する調査専門委員会」　委員長
� 日本磁気学会��理事　など
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【教育講演】11月10日（日）10：30～11：30

マグネットアタッチメントの魅力と本学会の歩むべき道

� 鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
� 大久保　力廣

マグネットアタッチメントがオーバーデンチャーの可撤性支台装置として一般歯科治療に定着してか
ら，すでに多年が経過している。安全性や有用性を立証する基礎研究だけでなく，長期にわたる成功症
例が多数報告されており，歯根およびインプラント双方に対する本アタッチメントの信頼性は非常に高
くなっている。特に有害な側方力や回転力を支台歯あるいはインプラントに伝達しないという磁石特有
の性質は，可撤性支台装置として特筆すべき大きな利点として再認識できる。今日では，従来の根面板
形態のアタッチメントだけでなく，よりリジッドな設計や分割義歯，顎顔面補綴装置等にも応用されて
おり，磁石を利用した歯科治療の裾野は大きな拡がりを見せ，今後もさらなる普及が期待されている。
磁性アタッチメントの特長として，①長期に持続する吸引力，②有害な力を支台歯に伝達しない，
③適応症が広い，④定位置に戻る復元力，⑤小スペースで適用可能，等が挙げられる。特に支台歯に
とって有害な側方力や回転力が作用すると，磁石構造体はキーパー上を滑走するか，あるいは簡単に
結合を解除するため，「支台歯に優しい」支台装置として多くの臨床家から高い支持を得ている。また，
フリクションを応用したアタッチメントに比較して義歯の着脱が容易であり，手先の不自由な高齢者
にとっても好ましい支台装置といえる。
しかしながら一方で，MRI撮像に対する過剰な煩慮があることやキーパーと磁石構造体間のわず
かなエアーギャップによる吸引力の減少等は，一般臨床家の根強い問題として残されており，継続的
な対策が必要である。日本磁気歯科学会は安全性と推奨術式を啓蒙し，マグネットアタッチメントが
有する最大限の効果が発揮できるよう組織的活動を継続しなければならない。加えて，マグネットア
タッチメントの保険収載により，さらなる普及を目指すとともに，マグネットアタッチメント自体の
イノベーティブな改良や，初心者でも十分な吸引力を発現できる術式と材料の開発等，学会の行うべ
き活動はまだまだ山積している。

≪略　歴≫
� 1986年　鶴見大学歯学部卒業
� 1990年　鶴見大学大学院修了
� 1990年　鶴見大学歯学部歯科補綴学第一講座　助手
� 1996年　Visiting�Scientist,�Baylor�College�of�Dentistry
� 2009年　鶴見大学歯学部歯科補綴学第一講座　教授
� 2016年　鶴見大学歯学部附属病院　病院長
� 2018年　鶴見大学歯学部　学部長
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【臨床評価委員会報告】11月９日（土）13：00～13：20

臨床評価委員会報告：予後評価の実施法に関して

� 臨床評価委員会委員長　永田　和裕
� 日本歯科大学新潟病院総合診療科

磁性アタッチメントは緩圧性を有し，支台歯の負担の少ない支台装置として磁性アタッチメント義歯
に利用されている。本装置を利用することで，長期間安定した経過を示す症例も多く，これら良好な予
後には，構造が単純で負担の生じにくい本装置の特性が関与していると考えられる。
しかし，良好な予後を示す症例が存在する一方で，比較的短期間にトラブルが継続し，支台歯が喪失
する症例も報告されており，すべての術者，すべての症例で磁性アタッチメント義歯が良好な予後を示
すとは言えないのが現状であろう。このようなトラブルがどの程度発生するのか，またトラブルが例外
的な物なのか，あるいは特定の条件で発生する普遍的な物なのかは明らかでは無いが，その原因に関し
ては①術者の磁性アタッチメントに対する知識や技術の不足，②口腔衛生における，患者の管理不良，
③少数残存歯，かつ咬合支持の不良な症例に適用し，支台歯の負担過重が生じるなど，いくつかの因子
が推察される。
　このようなことから，磁性アタッチメント義歯の機能や長期予後を向上するため，本委員会では，支
台歯や義歯の生存期間およびトラブルの発生頻度を調べると同時に，その原因を究明することを目的と
して，現在多施設による予後調査を開始している。

評価委員会で設定している，調査項目は以下の通りである
１．支台歯の評価；歯の喪失，二次カリエスの発生，歯周病の増悪。
２．義歯の評価；義歯の修理，義歯の再製，義歯の機能・使用感の評価。
３．�関与因子の評価；口腔清掃状態，咬合支持と残存歯数，支台歯の設計，インプラントによる支持の
追加などを調査する（図　予後評価表）。

本報告では，これらの診査項目を含めた診査票の最終バージョンについて解説を行うとともに，本外
来で行っている症例を交えて，診査票の入力方法の確認を行う予定である。
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磁性アタッチメント予後調整表
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【ISO対策委員会報告】11月10日（日）10：00～10：30

ISO対策委員会報告
歯科用磁性アタッチメントの国際標準化を目指して

－ ISO/ TC106 大阪会議 －

� ISO対策委員会　委員長　高田　雄京
� 東北大学大学院歯学研究科�歯科生体材料学分野

日本提案のISO�13017（歯科用磁性アタッチメント）が，2012年７月に，維持力測定法を強化した
Amendment�1（追補版）が2015年11月に発行された。2017年の定期改定に際し，ISO13017とAmendment
を統一した規格策定を提案し，2017年にドラフトを添えてNWI（新規事業）をSC2事務局に申請した。
DIS（国際規格案）からの審議を希望したが，NP投票の結果とSC2事務局の提案を受けて最もステージ
の低いNPステージ（20.00）からスタートした。（NP→WD→CD→DIS→FDIS→ISOの順に昇格する）
　2017年のバンコク会議において，NP投票時に提出されたコメントに従い修正したドラフトを審議し，
DIS投票にかけることが承認された。2018年のDIS投票により，DISとして承認されたが，４カ国から27
項目のコメントがあった。同年のミラノ会議では，コメントの回答と修正ドラフトについて審議したが，
十分なコンセンサスを得ることができずFDISに進めることができなかった。そこで，SC2/�WG22会議
で提案された新たなコメントに対応した修正を行った後，第２次DIS投票にかけることが承認された。
2019年初旬に行われた第２次DIS投票がコメントなしで可決されたため，SC2事務局の提案でFDISと
して提出することの可否を問う３択式の投票がSC2/�WG22内で行われた。WG22内の５か国12名のメン
バーが投票し，８名がFDISとして提出することに賛成，４名がISO大阪会議まで賛成を待つ結果となっ
たが，SC2事務局の指示によりISO大阪会議での審議の後にFDISの可否を決定することになった。２カ
国（BEとCANから５項目のコメントがあったため，日本からの提案６項目を含め11項目のコメントに
対応した修正版のFDISドラフトを作成し，2019年９月中旬に開催されたISO大阪会議でFDIS案として
審議し，その結果FDIS投票にかけることが総会で承認された。
また，SC2/�WG22において，６年間の長きに渡り，コンビーナ（座長）を担当された鱒見進一教授（九
州歯科大学）がコンビーナの任を終了され，大久保力廣教授（鶴見大学）が新たにコンビーナに就任さ
れることが総会で承認された。
今回のISO大阪会議では，大きな二つの目標があった。その一つがDIS�13017をFDIS投票にかけて

2020年までにISO�13017：2020を発行すること，二つ目が日本主導のWG会議を継続するため，日本磁気
歯科学会から新たなコンビーナの就任を可決することであり，その両者が大阪会議で達成されたといえ
る。昨年のISOミラの会議では，FDIS投票を実現できない初めての挫折を経験したが，2020年の発行に
向けて計画通りの進度で規格策定が進んでいる。本講演では，ISO大阪会議の審議とその結果について
報告する。
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【一般口演】11月９日（土）13：25～15：10

Ｏ-1． 磁 性 ア タ ッ チ メ ン ト に お け る 磁 石 構 造 体 の 新 た な 取 り 付 け 法 のImplant-assisted 
removable partial denture （IRPD）への応用

　　　�The�new�procedure�of�fixing�magnetic�assemblies�to�an�implant-assisted�removable�partial�
denture�unit

　　　◯山本裕明１），秀島雅之２）

　　　◯Hiroaki�Yamamoto１），Masayuki�Hideshima２）

　　　１）日本歯科先端技術研究所，津田歯科医院
　　　２）東京医科歯科大学歯学部附属病院回復系診療科快眠歯科（いびき・無呼吸）外来
　　　１）Japan�Institute�For�Advanced�Dentistry，Tuda�Dental�Clinic�
　　　２）�Dental�Clinic� for� Sleep�Disorders�（Apnea� and�Snoring）,�Oral� and�Maxillofacial�

Rehabilitation,�University�Hospital�of�Dentistry,�Tokyo�Medical�and�Dental�University

【目的】
磁性アタッチメントは，僅かなエアーギャップにより大幅な吸引力の低下を来すため，磁石構造
体（magnetic�assembly:�MA）の取り付けには細心の注意を要する。演者はメタルハウジング付き鋳
造フレームと永久基礎床を用いた（implant�over�denture:� IOD）への新たな手法を，第25回日本磁
気歯科学会で報告した。今回この手法を，様々な部分歯列欠損のimplant-assisted�removable�partial�
denture（IRPD）に臨床応用したので，その治療・技工手順について報告する。

【方法】
コーヌスとインプラントの併用義歯症例では，インプラントにキーパーを合着し，コーヌス内冠を
支台歯に試適した状態で，内冠の取り込み精密印象を行い，作業模型を製作する。作業模型のキー
パー上にMAのレプリカを固定し，その後の鋳造フレーム製作等はIODに準じて行う。永久基礎床
で咬合採得を行った後は，顎堤アンダーカットを削除した副模型に咬合床を戻し，人工歯排列等の作
業を行い，流し込み重合レジンを追加し完成させる。

【結果，考察】
義歯装着後１年から５年経過し，全５症例とも経過は順調で，残存歯の動揺度は減少した。本法
は種々の欠損様式のIRPDに適用可能であることが判明した。また残存歯の咬合力の負担軽減に伴い，
歯周組織の保全にも有用であることが示唆された。

Ｏ-2．磁性アタッチメントを付与した下顎リーゲルテレスコープIODの１症例
　　　Mandibular�IOD�using�riegel�telescope�with�magnetic�attachment

　　　〇今泉直也１），鈴木恭典１,２），仲田豊生１），武藤亮治１），新保秀仁１），栗原大介１），大久保力廣１,２）

　　　〇IMAIZUMI�N１），SUZUKI�Y１,２），NAKATA�T１），MUTO�R２），SHIMPO�H１），
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　　　　KURIHARA�D１），OHKUBO�C１,２）

　　　１）鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
　　　２）鶴見大学歯学部インプラントセンター
　　　１）Dept.�of�Removable�Prosthodontics，Tsurumi�University�School�of�Dental�Medicine�
　　　２）Center�of�Maxillofacial�Implantology，Tsurumi�University�Dental�Hospital

【目的】
無歯顎患者に対するIODの適用は義歯の維持安定を大きく向上させる。本症例は，下顎両側オト
ガイ孔間にインプラントを３本埋入後，磁性アタッチメントを付与したリーゲルテレスコープによ
り強固な義歯の維持安定を図った。

【方法】
オトガイ孔間に３本のインプラント（ノーベルバイオケア社製，ブローネマルクMKⅢ�RP�10�
mm）を埋入した。可撤性支台装置にはリーゲルテレスコープを選択，内冠および外冠を製作した。
閂受けホール２つを付与したミリングバーにより３本のインプラントを連結し，そのホールに閂ロッ
ドを嵌合させ一体化を図った。閂ロッドにはキーパーを，義歯側外冠には磁石構造体（NEOMAX　
ハイパースリム5213）を付与，義歯は外冠，メタルバッキング，T字構造フレームワークを一体化し，
鋳造製作し装着した。

【結果考察】
現在，義歯装着から約18年経過するが，インプラント周囲の骨吸収もほとんど認められず患者の十
分な満足が得られている。

Ｏ-3． 磁性アタッチメントを用いたインプラントオーバーデンチャーにおける即時荷重と通常荷重
の咀嚼能力の比較

　　　�Comparison�of�masticatory�performances�between� immediately� loaded�and�conventionally�
loaded�mandibular�two-implant�overdentures�with�magnetic�attachments

　　　○渡辺昌崇１），金澤　学１），宮安杏奈１），島田　亮１），根來大幹１），上原容子１），佐藤大輔２）

　　　　佐藤佑介１），水口俊介１）

　　　〇Watanabe�M１），Kanazawa�M１），Miyayasu�A１），Shimada�R１），Negoro�M１），Uehara�Y１）

　　　　　Sato�D２），Sato�Y１），Minakuchi�S１）

　　　１）東京医科歯科大学�大学院医歯学総合研究科�高齢者歯科学分野
　　　２）東京医科歯科大学�大学院医歯学総合研究科　インプラント・口腔再生医学分野�������
　　　１）�Gerodontology�and�Oral�Rehabilitation,�Graduate�School�of�Medical�and�Dental�Sciences,�

Tokyo�Medical�and�Dental�University
　　　２）�Oral�Implantology�and�Regenerative�Dental�Medicine,�Graduate�school�of�Medical�and�

Dental�Sciences,�Tokyo�Medical�and�Dental�University
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【目的】
本研究の目的は，磁性アタッチメントを用いたインプラントオーバーデンチャーの即時荷重と通常
荷重における咀嚼能力を比較することとする。

【方法】
下顎無歯顎者19名を被験者とし，無作為に即時荷重群と通常荷重群に割り付けた。即時荷重群はイ
ンプラント埋入同日に磁性アタッチメントを装着し，通常荷重群はインプラント埋入３ヵ月後に磁
性アタッチメントを装着した。咀嚼能力の評価は，色変わりガム（混和能力），検査用グミゼリー（咬
断能力），咬合力計（最大咬合力）を用いた。評価時期は術前，インプラント埋入後１，３，６，12，
24，36，48ヵ月後とした。

【結果，考察】
　咬断能力は術前に対して３，６，12，24，36ヶ月後の値が有意に増加し，６ヶ月後の値は通常荷重
群よりも有意に大きく，混和能力は術前に対して36，48ヶ月後の値が有意に増加した。本研究からイ
ンプラントオーバーデンチャーの即時荷重により咬断能力は術後から短期間で有意に改善され，混和
能力は咬断能力より遅れて有意に改善されることが示唆された。

Ｏ-4．低周波パルス磁場が上皮角化細胞の遊走に与える影響
　　　ELF�pulsed�magnetic�field�affected�keratinocytes�migration�during�wound�healing

　　　〇深田有希，渡邉　恵，石田雄一，市川哲雄
　　　〇Yuki�Fukada,�Megumi�Watanabe,�Yuichi�Ishida,�Tetsuo�Ichikawa
　　　　徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野��������
　　　　Department�of�Prosthodontics�and�Oral�Rehabilitation,�Tokushima�University�Graduate�School

【目的】
低周波パルス磁場は骨折の治療等の医療分野で応用されている。細胞に対する発熱作用がないこと
から安全性が高いと言われており，我々はこれを皮膚や粘膜の創傷に対して応用できないかと考え，
検討することにした。

【方法】
低周波パルス磁場装置（7000mG,６Hz，Duty比50%）内でマウスおよびヒトの上皮角化細胞株を
培養した。細胞が70％コンフルエントまで増殖した時点でディッシュ中央をスクラッチして創傷を作
り，経時的な傷の変化を観察した。我々のこれまでの研究で，この創傷治癒は細胞増殖によるもので
はないと明らかになっているため，創傷治癒過程で発現が変化する細胞遊走に関する分子に焦点を絞
り解析を加えた。

【結果，考察】
低周波パルス磁場は，ヒト，マウス両方の細胞で創傷治癒を促進した。そのメカニズムとして，�
ERK１/２とRhoAを活性化することにより細胞遊走を促進していることが明らかとなった。
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Ｏ-5．磁性アタッチメント義歯設計におけるインプラント支持に関する力学的検討
　　　�Mechanical� analysis� of� implant� support� in� removable�partial�denture�design�applied�a�

magnetic�attachment

　　　〇神原　亮，熊野弘一，青山莉子，藤波和華子，中村好德，庄司和伸，永井秀典，武部　純
　　　〇�Kanbara�R.，Kumano�H.，Aoyama�R.,�Fujinami�W.,�Nakamura�Y.，Shoji�K.，Nagai�H.�

and�Takebe�J.
　　　　愛知学院大学歯学部有床義歯学講座
　　　　Department�of�Removable�Prosthodontics,�School�of�Dentistry,�Aichi�Gakuin�University

【目的】
磁性アタッチメントを適用した部分床義歯設計において，インプラント支持の活用が，支台歯周組
織に如何なる力学的影響をもたらし，また部分床義歯の挙動に如何なる力学的効果をもたらすのか三
次元有限要素法を用いて検討することを目的とした。

【方法】
解析モデルの構築は，下顎石膏模型および頭蓋骨モデルを用いて構築を行った。欠損部位は下顎右
側第二小臼歯，第一，第二大臼歯，下顎左側第二小臼歯，第一大臼歯とし，両側第一小臼歯にＲＰＩ
クラスプ，左側第二大臼歯には磁性アタッチメントを適用した残根上義歯としたものを基本モデルと
した。解析項目は，基本モデルおよび基本モデルの右側遊離端欠損部にインプラントを埋入したイン
プラント支持モデルの２種とし，応力解析を行った。

【結果，考察】
部分床義歯設計におけるインプラント支持の力学的効果としては，義歯床変位量を抑制し，また同
側の支台歯の応力を緩和する働きを示した。

Ｏ-6．磁石構造体同士を組み合わせた場合の維持力の特徴
　　　A�feature�of�the�retentive�force�of�combination�of�two�magnetic�assemblies

　　　○高橋正敏１），山口洋史１，２），高田雄京１）

　　　○Masatoshi�Takahashi１），Hirofumi�Yamaguchi１，２），Yukyo�Takada１）

　　　１）東北大学大学院歯学研究科歯科生体材料学分野
　　　２）東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野���������
　　　１）Division�of�Dental�Biomaterials,�Tohoku�University�Graduate�School�of�Dentistry
　　　２）Division�of�Advanced�Prosthetic�Dentistry,�Tohoku�University�Graduate�School�of�Dentistry

【目的】
歯科用磁性アタッチメントは磁石構造体とキーパー，あるいは磁石同士を組み合わせて使用する
が，磁石構造体同士を組み合わせた例は見当たらない。本研究では，サンドイッチ型の磁石構造体を
２個組み合わせた場合の維持力とその特徴を調べた。
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【方法】
楕円形の磁石構造体（マグフィットEX600W）２個を，異なる極が向かい合うように組んだ。両
者の一致した状態と一方の磁石構造体が短軸方向か長軸方向にずれた状態の維持力を，ISO�13017で
規定された維持力測定装置を用いて測定した。

【結果，考察】
磁石構造体同士で組むとキーパーと組むより維持力が大きかった。また，磁石構造体同士の方が，
吸着面が離れた後の維持力の低下は緩やかだった。ずらしたときの維持力の低下挙動は，対キーパー
と比べて，長軸方向では変わらず，短軸方向では急激だった。そして，磁石構造体同士は，ずれに対
する復元力が大きかった。磁石構造体同士の利用にも利点はあると評価した。

Ｏ-7．磁石構造体を直列配置した際の磁性アタッチメントの吸引力に関する研究
　　　Study�on�attractive�force�of�magnetic�attachment�with�magnetic�assemblies�arranged�in�series

　　　〇中林晋也１，２），永井栄一１，２），大山哲生１，２），大谷賢二１，２），眞田淳太郎１），月村直樹１，２），
　　　　石上友彦１，２）

　　　〇Nakabayashi�S１，２），Nagai�E１，２），Ohyama�T１，２），�Ootani�K１，２），Sanada�J１），
　　　　Tsukimura�N１，２），Ishigami�T１，２）

　　　１）日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座
　　　２）日本大学歯学部総合歯学研究所臨床部門�������
　　　１）Department�of�Partial�Denture�Prosthodontics,�Nihon�University�School�of�Dentistry
　　　２）�Division�of�Clinical�Research,�Dental�Research�Center,�Nihon�University�School�of�Dentistry

【目的】
吸引力の小さい磁性アタッチメントを２個並列に設置することは，単独使用よりアタッチメント
としての吸引力を増加させ，義歯安定の向上に有用であることを第28回当学会学術大会で報告した。
本研究は並列配置が出来ない場合，磁性アタッチメントの吸引力向上の手段として，磁石構造体を重
ねた直列設置した場合の吸引力を検討したので報告する。

【方法】
磁石構造体およびキーパーはGCギガウス（C300,�C400,�D600,�D800）を用いた。レジンブロック（縦

10㎜×横10㎜×高さ７mm）内にC300�およびC400キーパーをそれぞれ１つ固定し，磁石構造体を２
個重ねた直列状態の吸引力と，D600およびD800を用いてレジンブロック内にキーパーを１つ固定し，
磁石構造体単独の吸引力をそれぞれ引張り試験にて比較検討した。

【結果，考察】
磁性アタッチメントC300およびC400を並列設置した場合，磁性アタッチメント単体と比較して高
い吸引力を示したが，D600およびD800の吸引力より低い結果となった。
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Ｏ-8．MRI照射後のキーパーが吸引力に及ぼす影響
　　　Effect�of�keeper�after�MRI�irradiation�on�attractive�force

　　　○鱒見進一１），槙原絵理１），渡辺崇文１），津田尚吾１），八木まゆみ１），有田正博１），鱒見　匠１），
　　　　菊地　亮２）

　　　○Shin-ichi�Masumi１），Eri�Makihara１），Takafumi�Watanabe１），Shogo�Tsuda１），
　　　　Mayumi�Yagi１），Masahiro�Arita１），Takumi�Masumi１）and�Akira�Kikuchi２）

　　　１）九州歯科大学口腔機能学講座顎口腔欠損再構築学分野
　　　２）NEOMAXエンジニアリング株式会社
　　　１）�Division�of�Occlusion�&�Maxillofacial�Reconstruction,�Department�of�Oral�Function,�

Kyushu�Dental�University
　　　２）NEOMAX�Engineering

【目的】
　歯科用磁性アタッチメント装着患者がMRI撮像後に維持力が減少したという事例報告が散見され
る。今回，市販マグネットキーパーにMRIを照射し，照射前後の歯科用磁性アタッチメントの吸引力
を測定することにより検証を行うこととした。

【方法】
　ISO引張試験用ジグの下部試料台を即時重合レジンで６個複製し，ジグの上部試料台に磁石構造体
（ハイパースリム4813）を，下部レジン試料台に各キーパー（DBキーパー4813）を接着後，万能引張
試験機で照射前の吸引力を測定した。つぎに，上下の前歯部，小臼歯部，大臼歯部６か所を想定し
た型枠にキーパー付きレジン試料台を植立し，約16分間MRIを照射後同様に吸引力を測定した。

【結果，考察】
　照射前後の吸引力に有意差は認められず，キーパーを装着したままMRI撮像を行っても吸引力に問
題がないことがわかった。
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【ポスター発表】11月９日（土）15：15～15：45

P-1．支台歯の負担能力を考慮して磁性アタッチメントを用いた１症例
　　　�A�case� report� of� a� removable�partial� denture�using�magnetic� attachment� considering�

bearing�capacity�of�abutment�teeth�

　　◯�曽根峰世，松本大慶，小山夏実，鳴海史子，松川高明，内田茂則,�染川正多，高橋　快，鈴木
美都,�三吉佑香，吉田拓矢,�坂本大輔,�岡本和彦,�大川周治

　　◯M.�Sone,�D.�Matsumoto,�N.�Koyama,�F.�Narumi,�T.�Matsukawa,�S.�Uchida,�S.�Somekawa,�K.
　　　Takahashi,�M.�Suzuki,�Y.�Miyoshi,�T.�Yoshida,�D.�Sakamoto,�K.�Okamoto,�and�S.�Ohkawa
　　　明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野
　　　�Division�of�Removable�Prosthodontics,�Department�of�Restorative�and�Biomaterials�Sciences,�

Meikai�University�School�of�Dentistry

【目的】
磁性アタッチメントは，咬合力による側方圧を軽減する目的で根面タイプのアタッチメントとして
適応されることを基本としているが，支台歯の負担能力が高い場合には，歯冠外タイプにも応用可能
である。今回，タイプの異なる２つの磁性アタッチメントを１つの部分床義歯に応用した症例につ
いて報告する。

【症例の概要】
患者は59歳の男性，咀嚼困難を主訴に来院した。約10年前，下顎右側第一大臼歯と第二大臼歯近心
根を抜去し，その後放置していたという。最終補綴装置として，下顎右側小臼歯を連結した陶材焼付
金属冠に歯冠外タイプの磁性アタッチメントを，下顎右側第二大臼歯遠心根に根面タイプの磁性ア
タッチメントを応用した部分床義歯を装着した。

【結果，考察】
咀嚼機能検査におけるグルコースの溶出量は188�mg/dl，OHIP-14を用いた口腔関連QoLの評価は
最小値の０点であった。患者は磁力による義歯の容易な着脱と口腔内での高い安定性に大変満足し
ており，良好な結果が得られたものと考えられた。

P-2．インプラント用磁性アタッチメントがMRI撮影に与える影響
　　　Influence�of�magnetic�attachment�for�implant�on�MRI�scan
�
　　○丸尾亮太，今泉直也，武藤亮治，鈴木恭典，大久保力廣
　　○Maruo�R,�Imaizumi�N,�Muto�R,�Suzuki�Y,�Ohkubo�C
　　　鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
　　　Depart�of�Removable�Prosthodontics,�Tsurumi�University�School�of�Dental�Medicine
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【目的】
近年，医療技術の進歩により，MRIを用いた検査が多用されるようになってきた。これに伴い
MRI撮影時の金属アーチファクトが診断に影響することが問題視されている。今回，インプラント
用磁性アタッチメントについて検証したので報告する。

【方法】
インプラント用磁性アタッチメント（マグフィットMIP，マグフィットIP）とヒーリングアバッ
トメントを，硝酸ニッケル水溶液で満たしたアクリル製容器（150㎜×150㎜×150㎜）内にアクリ
ル製治具を用いて設置し，MRI撮影を行った。撮像法はスピンエコー，Fスピンエコー，STIR，
gradient�ecoh法の４種とした。

【結果，考察】
インプラント用磁性アタッチメントはすべての試料においてアーチファクトが認められたが，ヒー
リングアバットメントはほとんど認められなかった。撮影方法の相違ではgradient�ecoh法が，最も
大きなアーチファクトが発生した。�アーチファクトの大きさはマグフィットIP�が，マグフィット
MIPに比較し大きかった。

P-3．開磁路型磁石の吸引力と磁場の範囲
　　　Attractive�force�of�magnets�and�extent�of�their�magnetic�fields

　　○山口洋史１，２），高橋正敏２），戸川元一２），高田雄京２）

　　○Hirofumi�Yamaguchi１，２），Masatoshi�Takahashi２），Genichi�Togawa２），Yukyo�Takada２）

　　１）東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野
　　２）東北大学大学院歯学研究科歯科生体材料学分野
　　１）�Division�of�Advanced�Prosthetic�Dentistry,�Tohoku�University�Graduate�School�of�Dentistry
　　２）Division�of�Dental�Biomaterials,�Tohoku�University�Graduate�School�of�Dentistry

【目的】
日本製の歯科用磁性アタッチメントには小型で吸引力の強い閉磁路型が利用されているが，海外製
には開磁路型も利用されている。本研究では開磁路型磁石の吸引力とその力の影響範囲を測定した。

【方法】
円柱形のネオジム磁石とフェライト磁石（いずれもTRUSCO）を用意した。また，SUS�XM27製
の円柱形キーパーを試作した。磁石（１〜４個）とキーパーを様々に組み合わせ，ISO�13017に規定
されている維持力測定装置を用いて吸引力とその力の影響範囲を測定した。また，砂鉄を用いて磁力
線の様子を観察した。

【結果，考察】
同じ種類の磁石では，個数が増えると吸引力は大きくなった。これは反磁場が小さくなるためと考
えられた。フェライト磁石の吸引力は３個以上で変わらなかった。磁力の影響範囲も個数が増える
ほど大きくなった。磁力線の観察では，磁場が広がっている様子が確認できた。ネオジムとフェライ
トと組み合わせると，キーパーに近い磁石の影響が強く現れた。
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和田精密歯研株式会社

� （2019年10月８日現在・五十音順・敬称略）

なお，本学術集会の開催にあたり，多方面から多大なるご支援・ご協力ならびに寄付を賜りました
こと，心より感謝申し上げます。
� 日本磁気歯科学会29回学術大会
� 大会長　鱒見�進一
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