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★悩んでいる患者からのアクセス（市民向け相談窓口）

NPO法人口腔健康科学ネット事務局 岡山市北区富田町 1-2-1-102
☎ 086－897－6259 秋月、松田（10時～3時 火、木、金）

携帯 090－8992－9558 永井

Email : nagain_npo@yahoo.co.jp

★トラブル症例等 を有する歯科診療所からのアクセス（歯科医師がセンターを利用したい場合）

医療法人樹徳会 ハピー歯科クリニック

岡山市東区西大寺南（天満屋ハピータウン２階）

TEL 086－943－0123（伊東）

ハピー歯科事務局 岡山市北区富田町 1-2-1-102 （10時～4時：月～土曜）

☎086－959－4726
携帯 090－9095－0253 橋本

mailto:nagain_npo@yahoo.co.jp
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元医との連携医療と相談のネットワークによるトラブル症例への対応

１）医療法人
1 ・ 3）

樹 徳会 ハピー歯科

２）NPO法人
1 ）

口腔健康科学ネット

３）NPO法人
2・ 3）
3 世代まちなか健康カフェサロン

４）
4 ）

倉敷成人病センター 歯科

５）
5 ）

ブローネマルクオッセオインテグレーションセンター
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リカバリー症例（リカバリー前）

写真

１次処置

①

②

③

④

2課題

①

②

③

④



4

リカバリー症例（リカバリー後）

写真

〇再処置

①

②

③

④

〇患者の評価

①

②

③

④
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歯科インプラントトラブル症例（患者）の報告と課題

〇（独）国民生活センター（消費者庁） 患者からの訴え

2006年～2012年（5年間） 343件

2013年～2018年（5年間） 409件

（疼痛、腫脹、補綴インプラント体の破損、咬み合わせ不良、神経損傷、麻痺）

〇日本歯科医学会（2012）インプラント医・歯科医師（289人）へのアンケート

60％がトラブル（25％が重い偶発症）体験

自院のトラブル 423件

他院のトラブル 423件

〇日本顎顔面インプラント学会（2009年～2011年 74施設のアンケート）

トラブル症例 2009年～2011年 3年間 421件

〇大学病院（41施設）

症例（トラブルリカバリー症例）2006年～2010年（5年間）307件

（資料、インプラントのメリットデメリット、日本歯科新聞社発行 2014他）

☆インプラント治療後、10年～15年のインプラント生存率は９０％以上です。（日本口腔インプラント学会）
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歯科インプラントトラブル症例における施術医院と患者が抱える課題

インフォームドコンセント

診断・ 手術・処置・定期検診

自院でのリカバリー

処置・非処置

不調の訴え

ストレス発生 トラブル発生

患者の流出 信頼の破たん 他歯科医院へ転院

不評判 大学病院転院

診療時間のロス

公開

弁護士介入・示談・調停・訴訟

施術医院 患者

早期の対応が必要
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早期の元医師による委託、リカバリー専門医の対応と NPOによる患者からの相談

トラブル発生

委託診療 早期の アドバイス 相談

診療 問合せ

出張診療等

西日本歯科インプラントリカバリーセンター・ネットワーク

相談・紹介 相談・紹介

インプラントリカバリーセンターのネットワーク

協力機関 岡山大学病院

倉敷成人病センター・歯科

ブローネマルクオッセオインテグレーションセンター

施術医院 患者・家族

リカバリーセンター

（ハピー歯科）

診療部門

NPO法人

メール、電話相談

セカンドオピニオン
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トラブル症例を抱える歯科医院との連携、－センター診療部門（窓口）が対応

①施術医からの委託を受け、患者の了解がある場合のみ対応する

②委託内容について両者で契約書を弁護士等で作成する

〇リカバリーの内容について

〇費用の分担について（元医師、保険会社等）

〇センター（ハピー歯科）への転院とするか、出張連携診療とするか

③センター（ハピー歯科）転院の場合、元医師へ戻す

④患者の精神的負担、費用の負担をできるだけ少なくする

西日本歯科インプラントリカバリーセンター・ネットワークの活用 ①
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西日本歯科インプラントリカバリーセンター・ネットワークの活用 ②

トラブルを有する患者・インプラント患者からの相談・セカンドオピニオン ― NPOサロンが窓口になる

①施術医院の了解（連携）が出来る場合のみリカバリーセンター（ハピー歯科）が引き受ける

〇転院（ハピー歯科）するか、連携出張診療にするかの決定。診療委託内容、委託内容について 3者で契約書

（弁護士等で）を作成する

〇リカバリーの内容について

〇費用の分担について

②転院の場合、元医へ戻るかどうかは患者の判断

③施術医院の（了解と連携）ができない場合

センター・ネットワークは、セカンドオピニオンを附して、大学病院を紹介する（大学からの再紹介も可能）

④インプラントの希望者（術前）の場合、セカンドオピニオンとして対応する
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西日本歯科インプラントリカバリーセンター・ネットワークの活用 ③

一般診療所からの利用（委託診療をセンターが引き受ける）

①自院の難治症例でセンターのインプラント医師の出張による植立・処置を希望する場合

②自院の患者が歯科インプラントを希望しているが、準備が間に合わず､転院（ハピー歯科）により、

インプラントの植立回処置を委託した場合（処置後、元医へ戻す条件）

③自院の訪問歯科で、インプラントの撤去等の対応が必要であるが、準備が間に合わない場合、処置の

委託を希望する場合

④費用についてはインプラントリカバリーセンターの規定料金になる
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西日本インプラントリカバリーセンター・ネットワークの活用 ④

癌、口腔癌、交通事故等による摂食嚥下障害、味覚障害の診療、顎顔面インプラント補綴（在宅医療者、

社会復帰者等）への支援―（患者からのセカンドオピニオン、相談を含む）。

①上記社会復帰者（就労者）の日常支援については、大学病院（術者）以外で、開業専門医は少ない。

②社会復帰者にとって、土、日診療可の専門医がいる本センター（ハピー歯科）で口腔機能管理、修復等

を行うことができる。

③大学病院と連携してがん在宅療養者（社会復帰者）の日常的な治療、機能管理を行うことができる。
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西日本歯科インプラントリカバリーセンター・ネットワークの開設

令和１．１１．１～

元医との連携診療と相談によるトラブル症例への対応

施設・団体 医療法人樹徳会 ：ハピー歯科 岡山市東区西大寺南（天満屋ハッピータウン２階）

NPO法人口腔健康科学ネット 岡山市北区富田町 1-2-1-102

スタッフ

院長 森川雅之 ：元香川労災病院歯科部長、岡大 2期、口腔外科

リカバリー専門医 上西研二 ：歯科インプラント専門医

大阪歯科大学講師

協力口腔外科医師 高木愼 ：口腔外科 元岡山大学准教授

協力インプラント医師 完山 学 ：倉敷成人病センター歯科医長 岡大 8期 歯科補綴

アドバイサー 小宮山弥太郎 ：ブローネマルクオッセオインテグレーションセンター所長

相談 橋本与史生 医療法人 樹徳会 専務理事

NPO法人 3世代まちなか健康カフェサロン代表理事

代表 永井教之 ：岡山大学名誉教授

元日本インプラント学会理事

NPO法人 口腔健康科学ネット代表理事
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★従来のインプラントリカバリー診療所における課題

〇元医と患者の両方にデメリットが生じている

①元医は、患者の流出となり、社会的な不評判が生じる可能性がある

②患者の意思での転医院（元医との信頼関係の破たん）であることから、費用は、新規費用（患者にとっては 2重払い）

になる

★本インプラントリカバリー・ネットワークを利用する場合

〇本医と患者両方にメリットが生ずる

①元医からの委託（連携出張診療）により、リカバリーすることから元医師と患者の信頼関係は維持される。

②ネットワーク（NPOインプラント専門家・弁護士等）の仲介により、費用は元医、加入していれば保険会社が主に負担

することになれば、患者の負担を減少させることができる。

③患者からの相談には、元医の了承がない場合、大学病院へ紹介することになる。大学病院の判断により専門医院への

紹介・再転院により、患者は施術を受ける場合もある。
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西日本歯科インプラントリカバリーセンター・ネットワークの担当者

主任リカバリー歯科医師、インプラント専門医

上西研二

大阪歯科大学卒業、歯学博士（歯科補綴学専攻）

歯科インプラント専門医 大阪歯科大学講師 非常勤講師

和歌山市 開業医

大阪梅田シンクトゥ―スインプラントセンター非常勤医師

医療法人 樹徳会 ハピー歯科 非常勤医師（インプラント）

・日本口腔インプラント学会認定医 専門医

・プラトンインプラント公認講師（実践塾頭）

・マティスインプラント公認講師

・ KOMインプラント公認講師

★症例数

★他院のリカバリー症例数
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西日本インプラントリカバリーセンター・ネットワーク担当者

医療法人 樹徳会 ハピー歯科

院長 森川雅之

岡山大学歯学部卒業（2期）

岡山大学病院助手（第一口腔外科）

岡山赤十字病院

川鉄水島病院 歯学部長

川崎労災病院 歯科部長

専門 口腔外科

倉敷成人病センター歯科部長

完山学

岡山大学歯学部卒業（8期）博士（歯学）

岡山大学病院 第一補綴学 講師

岡山大学歯学部 非常勤講師

歯科補綴学専攻
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西日本歯科インプラントリカバリーセンター・ネットワークの担当者

医療法人 樹徳会 ハピー歯科 NPO相談役・担当

協力医師 高木愼 橋本与史生

大阪歯科大学卒・医学博士 歯科技工士・技工所経営を経て

岡山大学歯学部准教授 医療法人 樹徳会 ハピー歯科

岡山大学臨床教授 専務理事

ハピー歯科副院長 NPO法人 3世代まちなか健康カフェサロン

専門 口腔外科 代表理事
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西日本インプラントリカバリーセンター・ネットワーク担当者

アドバイサー （顧問） 代表者

小宮山弥太郎 永井敎之

東京歯科大学卒業、大学院卒業 （歯学博士） 東京歯科大学卒業、大学院卒業（歯学博士）

スウェーデン・イエテボリ大学留学 岡山大学大学院教授（口腔病理学）

ブローネマルク教授に師事 岡山大学元歯学部長

東京歯科大学助教授（歯科補綴学） 元日本口腔インプラント学会理事

ブローネマルクオッセオイレテグ ジルコニアインプラント基礎研究

レーションセンター開設 NPO法人口腔健康科学ネット代表理事

日本へ ブローネマルクインプラントシステムを導入 NPO法人ヘルスサイエンス地域国際医療

したインプラントのオピニオンリーダー センター

医療法人樹徳会ハピー歯科理事長
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リカバリー症例 関係者の評価と課題

Ⅰ患者の評価

①

Ⅱ施術医師の評価

②

③NPO法人理事と専門家による評価

評価委員 永井 敎之 西日本歯科インプラントリカバリーセンター・ネットワーク（代表）

小宮山弥太郎 西日本歯科インプラントリカバリーセンター・ネットワーク（アドバイサー）

高木愼 西日本歯科インプラントリカバリーセンター・ネットワーク（協力医師）

岸本悦央 元岡山大学准教授・予防歯科学（外部評価者）
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★トラブル症例等 を有する歯科診療所からのアクセス（歯科医師がセンターを利用したい場合）

医療法人樹徳会 ハピー歯科クリニック

岡山市東区西大寺南（天満屋ハピータウン２階）

TEL 086－943－0123（伊東）

ハピー歯科事務局 岡山市北区富田町 1-2-1-102 （10時～4時：月～土曜）

☎086－959－4726
携帯 090－9095－0253 橋本

悩んでいる患者からのアクセス（市民向け相談窓口）

NPO法人口腔健康科学ネット事務局 岡山市北区富田町 1-2-1-102
☎ 086－897－6259 秋月、松田（10時～3時 火、木、金）

携帯 090－8992－9558 永井

Email : nagain_npo@yahoo.co.jp


