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「KYOCERA Colloquium in 2000」、2会場で開催！�
のべ約600名の参加で大盛況！�

大阪会場（大阪国際会議場）� 東京会場（東京プリンスホテル）�

2000年6月24、25日及び7月15、16日、それぞれ大阪会場（大阪国際会議場）と東
京会場（東京プリンスホテル）の2会場で、「KYOCERA Colloquium in 2000」～POI 
System 21世紀への新たなステージ～が開催されました。�
8年ぶりの開催にもかかわらず、両会場で約600名の先生方にご参加いただき、盛
況の内に終了することが出来ました。誠にありがとうございました。�
今回、「審美修復へのさらなる追求」「インプラントにおける磁性アタッチメントへの

挑戦」をテーマに、特別講演として榎本紘昭先生（新潟県三条市開業）、佐藤直志
先生（秋田県湯沢市開業）、基調講演として下川公一先生（福岡県北九州市開業）
をお招きし、それぞれ「ここまで来たインプラント審美修復～審美性と清掃性の共存を
目指して～」「Implant Site Development」「審美歯科・インプラント治療のもとに21世
紀の歯科診療を考える」という演題で、最新のテクニックをご報告いただきました。また、
一般講演では11名の先生から、主にPOIシステムにおける審美修復と、今回京セラが
新しく開発致しましたPOIシステム用磁性アタッチメント「TESLOX System」に関する
臨床報告がなされ、参加された先生方は興味深く聴講されていました。�
来年もコロキウムの開催を予定しております。是非、ご参加下さいますようお願い

申し上げます。心よりお待ち申し上げております。�



丁度その頃、バイオセラムを臨床に取り入れておられた、福岡
市で開業の河原英雄先生との出会いがありました。歯科医師と
しての人生観が大きく変わり、現在でもその影響力は強いものが
あります。早速、河原先生に手術の見学をお願いしていたところ、
ある週の火曜日の午前中に電話があり、その日の午後インプラント
の手術があるので、良ければ見学に来ないかということでした。
午後の患者さんをすべてキャンセルし、見学させていただきました。�
その時の感激と興奮がさめやらぬ同じ週の土曜日の午後に手
術させていただいた第１号の患者さんがこの症例です（図１）。�
手術の前夜は手術に対する不安や恐怖感で、睡りも浅く何度も

目が覚め、朝になったことを記憶しています。いざ手術に入り麻酔、
切開、剥離までは良かったのですが、Ｎo１６．Ｎo２２のドリルと進むに
つれて、下顎管の存在が頭の中をよぎり、ドリリングする手が少し震え、
そのうちサクションを持っていた衛生士さんの手も震え出し、冷汗び
っしょりで、２本植立し終えた時には１時間以上が経過しており、疲
労困憊したことが昨日のことの様に思い出されます。最初の診断で
は７６５部欠損に原則通り３本植立する予定だったのですが、結局
手術が始まると３本が２本となってしまった上に、所定の深さより浅く�

１９７４年７月に２８歳で福岡市で開業した訳ですが、開業までの
ハードなスケジュールとストレスで過労気味だった為か、開業当日第
１号の患者さんを診療しようとした所、タービンを持つ腕が怠く、普
通の状態ではない事に不安を感じました。すぐ近くの内科医に行
くと急性肝炎で即日入院しなければ危険だと云われ、そのまま２ヵ
月間の入院を余儀なくされ、途方に暮れた記憶が今では懐かしく
思われます。退院後１ヵ月間自宅療養し、その間は大学時代の友
人や後輩が入れ替り、診療に来ていただいたことで、病院を閉める
事はなかったのですが、３ヵ月後私が診療所に出始めてから、患者
さんに私が院長だと解ってもらうまで２～３ヵ月間かかりました。まだ
その当時は患者さんも多く、来院される患者さんの殆どが子供や若
い患者さんでした。開業して２，３年経過した頃、特に若い女性患者
さんの欠損部にパーシャルデンチャーを入れる事に私自身抵抗感
を覚えはじめていました。その為、Ｄr.リンコーのブレードタイプの研
修会やバイオセラムの１日コースを受講したり、宇部市の山根稔先
生の診療所に何回も見学に行くなど、インプラントの研修を受けまし
た。気持ちだけは逸っていたのですが、実際となるとやる勇気がな
く悶 と々した日 を々過し、苛だちを覚えていました。�
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インプラント第１症例目の雑感について�
　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県福岡市　糸瀬正通　�

（図1）術後21年後のパノラマXRay

こん　ぱい�
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（図9）76 67部にPOI植立し7年経過した御主人のXRay

（図2）術後13年6ヵ月後の正面観� （図3）術後21年後の正面観�

（図4）術後13年6ヵ月後の側方観�
ハードレジンの磨耗、二次カリエス・�
インプラント部付着歯肉の喪失がみられる。�

（図6）術後13年6ヵ月後のXRay （図7）術後21年後のXRay

（図8）POI植立後7年経過した御主人の正面観�

（図5）術後21年後の側方観�
7 部にバイオセラムを1本追加し、再補綴後�
7年6ヵ月が経過。�

植立してしまい、術後２ヵ月で上部構造を
装着しました。以降毎年２回のリコールに
は必ず来院され、術後１３年６ヵ月が経過
した時点で、硬質レジンの摩耗、歯肉退縮、
インプラント周囲部の付着歯肉の喪失等
の問題が生じてきたので、全顎補綴物を
やり直すことにしました。その際、最初に
植立したインプラントを除去し１サイズ大き
いものを再植立することと、同時に７部の
位置にもう１本追加する計画をたてました。
ところが骨吸収がかなり進行してネジ部ま
で露出し、付着歯肉も喪失しているにも
拘わらず、ドライバーホルダーで力を入れ、
除去しようとしても、インプラント体の先の
方が完全にアンキローシスを起こしており、
除去することが出来ませんでした。結局
その２本はそのまま使用し、７部に１本追
加植立し再補綴を行いました。�
それから７年６ヵ月経過していますが
骨吸収も殆どなく、２１年間が経過しまし
た（図２、３、４、５、６、７）。�
現在私がインプラントを行っているのも、

この患者さんのお陰であり、私にとって
は一番大事な患者さんだと感謝してお
ります。また、御主人も７年前７６６７部
欠損にＰＯＩを植立させていただき、現
在も問題なく経過致しております（図8、
9）。バイオセラムでは天然歯と連結しな
ければならなかったため、支台歯の２次
カリエスやインプラント体の破折、線維性
の結合組織が介在してくる等多くの失
敗も経験しました。その点ＰＯＩインプラン
トシステムになってからはすべての面に
おいて安心して使用出来るようになり、
それなりの成果も出てきています。今日
ではインプラントの非適応症例でも骨の
造成術等の進歩により適応症例になる
ケースも増加しており、益 Ｐ々ＯＩの使用
頻度は多くなっていくものと思われます。�
今後、気力と体力が続く間はインプラ

ントを求めている患者さんの力になりた
いと努力するつもりです。�
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�２１世紀の歯科医学の進歩状況から察すると、虫歯や歯周疾患は、
将来、完全にコントロールできるものと考えられる。�
�しかしながら、日常臨床の中で、無歯顎及びそれに準ずる多数歯欠
損を有する患者は少なくない。今後、さらなる高齢化社会を迎えるにあ
たり、その頻度も増大の傾向にある。それらの患者の多くは、審美性は
もとより発音・談話機能・咀嚼機能を失い、心理的障害や社会的不利
を生む結果となっている。�
�これらの障害を回復しうる欠損補綴には、可撤性有床義歯によるも

のか、或いはインプラントを用いた術者可撤式のボーンアンカードブリッ
ジなどの固定式義歯が選択できる。しかしながら、可撤性有床義歯補
綴では、顎堤吸収の著しい症例においては、安定性に限界があり、ま
た患者がインプラント治療による固定性補綴装置を希望しても理想的
埋入位置や本数の植立は困難であり、審美性の回復や経済的にも問

題が残る場合も多い。�
�さらに、高齢者においては、大掛かりな外科的侵襲が行えないケ

ースが多く、また術者可撤式の義歯の予後管理も困難であろうと思
われる。�
�そこで、今回開発されたPOIインプラントによる新しい磁性アタッチ

メントシステム（TESLOX System）を用いることによって、最小限の
外科的侵襲で義歯安定性の向上が計られ、患者自身または、介護
者によるメインテナンスが容易になる事が示唆された。今後ますます
増加する高齢者歯科診療に対する有効性な治療法の一つとして
期待できる。�
今回、開発初期段階の器具の評価を行う機会を得た。装着術式
等に若干著者の工夫も加えたので、併せて報告する。�

はじめに�

臨床応用�

●患者 45歳 ： 女性�
●主訴 咀嚼.審美障害で来院、義歯は未使用�
●口腔所見 上顎は無歯顎であるが、下顎には　　　　　  が�
 残存していた。そのうち　　　が保存可能であった。�
●処置内容 下顎は　　　を根管治療後、磁性アッタチメント、�
 臼歯部にＰＯＩインプラントを用いたTESLOX Sｙstem�
 を適用した。�

術式について�

フィクスチャーの埋入・植立� 印象採得・アナログ模型の作製�

本稿は、2000年6月24、25日（大阪会場）に開催された「KYOCERA Colloquium in 2000」にて発表された講演内容に準じております。�

6421  12348
4  4

4  4

多くの可能性を秘めた磁性アタッチメント�
～TESLOX System～�

富山県富山市開業　　泉　　照雄�

４ ４ には磁性アタッチメントを装着
し、臼歯部にフィクスチャーの埋入・
植立を行い通常の免荷期間の後
Osseointegrationを確認する。�
この症例では、３ピースフィクスチ
ャー（３７－１４T）を埋入し２次手術
でスタンダード・アバットメントを
装着後、歯槽粘膜の治癒を待って、
TESLOX Systemを用いたデン
チャーの作製に入る。�

POIシステム・マニュアルに従い、インプレッション・ポストで仮印象の後、トラン
スファーコーピングによる最終印象を行い、アナログ２Ｐ模型を作製する。�
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�POIインプラントにおけるTESLOX Systemを上下顎とも、ほぼ無歯顎の患
者に臨床応用した結果、非常に高い満足度が得られた。本システムはオ

ーバーデンチャーの維持装置のみならず、コーヌス義歯等、その臨床応
用は今後、広く利用されると思われる。�

おわりに�

TXホルダーキャリアーを用いて、アナログ２Ｐ模型にＴＸホルダーアナログを装着する。�
ホルダーアナログの周囲１ｍｍ程度削除した状態のインデックス（レジンプレート）を作製する。�
また、TXホルダーアナログの周囲はTXチューブを取り付けるため、レジンを盛り上げている。�

TXホルダーアナログの装着／インデックス（レジンプレート）作製�

TXキーパーホルダーの装着� 口腔内での試適� パラレルレジンキャップ�

口腔内で平行性が確認できたら、再度ラボ
にレジンプレートを戻す。アナログ模型上で
平行性のとれたキーパを仮着（ワックス等）
し、透明レジンなどでパラレルレジンキャッ
プを作製する。�

TXキーパ下面の処理/ブラスト処理� 固定完了後のキーパー周囲の処理�

技工室で作製したパラレルレジンキャップにTXキーパー
を仮着し、TXキーパーの合着面、またはTXキーパーホル
ダーの孔に接着性レジンセメント等を添加填入し、キャップ
上より確実に硬化まで保持する。�

TXキーパの下面（セ
メント合着面）は、洗
浄してブラスト処理
を行う。ブラスト処
理はＴＸブラストホ
ルダーを利用し、磁
石吸着面、及びTX
キーパーの側面を
保護し、慎重に行う。�

セメントが硬化したならば、パラレルレジンキャ
ップを取り外し，ＴＸキーパー周囲から漏出した
セメントを除去する。�

利　点�
① 患者可撤式である為、易清掃性、メインテナンスがし易い。�
② 複雑でない補綴処置�
③ コストが低い�
④ 顎間距離が少ない症例にも対応できる。�
⑤ インプラント体にかかる水平応力がかなり軽減できる。�
⑥ インプラントの平行性が悪くても、このシステムでは使用可能である。�
⑦ 容易な脱着操作�
⑧ 材料の疲労、磨耗が少なく維持力の衰退がなく、耐用年数が長い。�

問題点�
① TXキーパーの脱落の可能性�
② MRIの撮影時の問題 �
③ TXキーパーのアライメント調整の多少の煩雑さ�
④ 義歯内面にマグネットを装着する際に熟練を要する�
⑤ インプラント体と粘膜の被圧変異の差をどうするのか�

マグネットの装着� 考　 察�
�

POIインプラントを用いたこのTESLOX Systemには、�
次のような利点、問題点が挙げられる。�

TXマグネットを取り付ける義歯（旧義歯、新義歯）を口腔内に試適し、TXキーパー等に接触し
ないことを確認し、義歯が安定してから、マグネットの固定に移る。磁性アタッチメントの臨床
使用で一般的に行われているキャップ式のレジンカバーを予め磁石に付与することは、全て
の磁石を義歯に固定した後に、アンダーカット部
にレジンが噛み込んで義歯が取れなくなるなど
の事故を防ぐ上で有効。義歯の磁石接着部を充
分に削除し、舌側また
口蓋側に小さい穴等
（浮き上がりを防ぐ）
を開け、少量のレジ
ン泥で磁石を義歯に
固定する。�

φ3.5mm

1.2mm

TXキーパー�

TXトライアルとTXチューブのレジンプレートへの�
固定／複数キーパーの吸着面のアライメント調整�

TXキーパーの装着�
接着性レジンにてTXキーパーとTXキーパーホルダーを合着�

TXチューブにTXトライアルを通し、レジンプレ
ートを口腔内に戻す。TXトライアルをTXキーパ
ーホルダーに差込み、適合を確認する。トライア
ルの適合が悪い場合は、TXチューブを固定して
いるレジンを削除して、口腔内で再固定する。�

作業模型で全てのTXホルダーアナログに対して、適切なアライメ
ントでTXトライアル、TXチューブが設定できたら、口腔内にTXキ
ーパーホルダーを装着する。カバーキャップを除去し、フィクスチ
ャーないしアバットメ
ントのネジ部を洗浄し
てから、ＴＸキーパー
ホルダーをTXキーパ
ーホルダーキャリアー
を用いて装着する。さ
らにハンドトルクドラ
イバーとＴＸドライバ
ーCHを用いて、２０N・
ｃｍで締め付ける。�

TXトライアルとTXチューブを組み合わせ、
ＴＸホルダーアナログにTXトライアルの
先端を差し込む。この際、サベーヤーな
どを利用して、複数キーパーの吸着面の
平行調整を行い、レジンプレートにTXチ
ューブを即重レジンにて固定する。�



システムの構成�

「テスロックス・システム」は、磁石とインプラント（POIシステム）を組み合わせる
ことで、フルデンチャーの固定を可能にしたPOIシステム用磁性アタッチメントで
す。�
従来のバーアタッチメントに比べ、口腔内に露出している部分が単純な構造な
ので、患者自身によるメインテナンスが容易に行えます。�

新しいフルデンチャーのスタイル� 2000年
10月1日�

発売予定
�
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2000年 9月 3日（日）�

2000年 9月15日（祝）�

東　京�

2000年 11月 5日（日）� 東　京�

2000年 12月 3日（日）� 東　京�

2000年 11月19日（日）� 金　沢�

名古屋�

大　阪�

長　崎�

2000年 10月 1日（日）�

2000年 10月15日（日）�

2000年 10月29日（日）�

2000年 12月 3日（日）� 沖　縄�

鹿児島�2000年 10月15日（日）�

日程�コース内容� 開催地�

P0I System 講習会�

2 ピース�
フィクスチャー�

TXキーパーホルダー�

TXマグネット�

TXキーパー�

スタンダード�
アバットメント�

3 ピース�
フィクスチャー�

これからインプラントを始めようとお考えの先生に、
POIシステムについて、顎模型を用いた植立実習な
どを交えながら、わかりやすく解説します。�

福　岡�
2000年 11月25日（土）�

26日（日）�

手術見学コース�

日程�コース内容� 開催地�

ライブオペを見学していただけます。�
手術に添って、各ステップを解説します。�

三　重�

2000年 11月12日（日）� 大　阪�

アドバンス補綴コース�
印象方法や多数歯に及ぶ欠損症例での�
上部構造作製について詳しく解説します。�

2000年 11月26日（日）� 大　阪�

TESLOX
System

POI System

POIシステム・2ピースフィクスチャー
及びスタンダードアバットメントに装着
することができます。�

TXマグネット�

TXキーパー�

TXキーパーホルダー�

POIシステム�
インプラント�

�
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�

15°�

キーパーの設置する角度を調節
することで、複数のキーパー吸着
面を平行に設定することができ
ます。このことにより、インプラン
トに対する側方力の軽減や、デン
チャーの脱着方向に対する吸引
力を最大にする等の効果が期待
できます。�
TXキーパーは、ブラスト処理を
施してから、接着性レジンセメン
トを用いて固定します。�

TXマグネットの磁石部は、高い吸引力を持つネオジム磁石を使用しています。�
また、ヨーク部及びTXキーパーは、耐食性に優れた磁性ステンレスを使用しています。�

閉磁路構造なので磁束の漏れ
が少なく、アタッチメント中心部
より約2.5mmの位置で0.01T
と口腔内への影響はほとんど
ありません。�

0.002T
0.006T

0.010T

2.04.06.0 2.0 4.0 6.0

2.0

4.0

2.0

4.0

6.0

mm

mm
T:Tesla

磁界の分布�
（1T:10,000ガウス）�

■TXマグネット�

■TXキーパー�

ヨーク部�

磁石部�

φ3.5mm

1.3mm

リング�

吸 引 力：約4.2N以上�
材　質�
●磁石部：ネオジム磁石�
●ヨーク部：磁性ステンレス�
●リ ン グ：非磁性ステンレス�

φ3.5mm

1.2mm 材　質�
●磁性ステンレス�

■成分・分量�

鉄� 65％�
33％�

30％� 17％�
13％�

2％� 3％以下�

67％以下�

5％以下�

65％以下�

30％�

磁性合金�
TXキーパー�

非磁性合金�磁性合金�
TXマグネット�

磁石合金�

3％以下�

67％以下�
ネオジム�
ク ロ ム �
ニッケル�
そ の 他 �

TXマグネットは、厚さ1.3mmの薄型で約4.2Ｎ以上の高吸引力です。�

TXキーパーは、15°まで傾斜させて設置することが可能です。�

KYOCERA

■閉磁路構造�

TESLOX System 講習会�

日程�コース内容� 開催地�

大　阪�

東　京�

2000年 9月24日（日）�
アドバンスリカバリーコース�
インプラント治療におけるトラブルを具体的な
症例を提示し、そのリカバリー方法について詳
しく解説します。�

2000年 10月15日（日）�
アシスタントコース�
インプラント治療における歯科衛生士の役割を
中心に解説します。�

日程�コース内容� 開催地�

2000年 10月 8日（日）�
9日（祝）�東　京�

講師�

小松繁樹先生�

POI上部構造装着用部品 医療用具承認番号 20300BZZ00311000�
POI磁性アタッチメント 医療用具承認番号 21100BZZ00626000

※POI System講習会受講済みの方には、�
　別途「TESLOX System無料説明会」を開催致します。�

2ピースフィクスチャー及び�
スタンダードAB上縁�

キーパー装着時、2ピ
ースフィクスチャー又
はスタンダードAB上
縁からの高さは、15°
傾斜させて装着した場
合が2.3mm（最大）、
水平に装着した場合が、
1.6mm（最小）となり
ます。�



「FINATITE 2ピースフィクスチャー」は、HAコーティング処理を施し
た1回法（歯肉縁上型）フィクスチャーです。本製品は、FINAFIX 2
ピースタイプに使用する上部構造と完全に互換性があり、同じ器具・
術式で手術が行えます。�
　FINATITE 2ピースの追加により、POI Systemはより充実したフィ
クスチャー・ラインアップとなりました。�

商品No.
BDO 09101
BDO 09102
BDO 09103
BDO 09104
BDO 09111
BDO 09112
BDO 09113
BDO 09114
BDO 09121
BDO 09122
BDO 09123
BDO 09124

商品名�
HAC 32-08N
HAC 32-10N
HAC 32-12N
HAC 32-14N
HAC 37-08N
HAC 37-10N
HAC 37-12N
HAC 37-14N
HAC 42-08N
HAC 42-10N
HAC 42-12N
HAC 42-14N

8
10
12
14
8
10
12
14
8
10
12
14

D（ネジ部直径）�

3.2

3.7

4.2

L（骨内埋入深さ）�

定価：28,000円�
梱包形態…1本入［2重アンプル入］�
滅菌済�

Size Variation

患者説明用ベース模型�
定価　￥48,000（1個入）　BDM O2040

（8）�

部分デンチャー�

POIシステム・2ピースフィクスチャー�

透明レジン�

D

3mm

L

※このカタログは Recycled Paperを使用しています。�

製品に関するお問い合せは下記へ�
東京営業所 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F） TEL 03-3797-4616 FAX 03-3486-2739�
京都営業所 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 TEL 075-604-3449 FAX 075-604-3450�
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル3F） TEL 06-6350-4696 FAX 06-6397-8233�
九州営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-11（山善福岡ビル） TEL 092-472-6933 FAX 092-472-6938

〒612-8501　京都市伏見区竹田鳥羽殿町6�

http://www.kyocera.co.jp/�

バイオセラム事業部�

新製品�

「患者説明用ベース模型」は、右側に遊離端義歯が装着されています。
また、左側にはPOIシステム・2ピースフィクスチャー（POI37-12F）が
埋入されており、上部構造を自由に作製することができます。�

（単位：mm）�POI ファイナタイト　医療用具承認番号 20500BZZ00083000

A7T000828T/004574


