
歯科医療・歯科インプラント・診療所を対象とした

NPO法人による第三者外部評価認証制度

運用1周年記念講演会

　　　　永井敎之　岸本悦央　松村誠士

　　　　          完山学　高木愼　山上哲贒　古賀隆治

NPO法人　ヘルスサイエンス地域国際センター

　　　　　　　　　NPO法人　口腔健康科学ネット、　スーパー大学院運営委員会



1985年9月　小宮山　彌太郎氏によるジルコニ
アインプラントの植立実験
（カニクイザル、岡大歯学部研究室）

ジルコニアインプラントの植立
実験
（カニクイザル4か月）組織標本



歯科インプラントの課題

◎インプラント治療に関する患者相談事例の内容

・術前の治療説明がない

・術前の経過についての説明がない

・治療結果に納得がいかないため、治療費を返還してほしい

・術後の合併症に苦しんでいる

・その他の治療法を説明してほしい

・治療の標準的な治療費を知りたい

・治療の説明がなく、治療費を請求された

・治療の専門医を紹介してほしい

　　（赤川安正　他：厚生労働省科学研究費補助金による地域医療基盤開発推進研究事業

　　「歯科医療における情報提供の在り方に関する研究」平成２２～２３年総合研究報告書より引用）

◎（独）国民生活センター報告書（２０１２～２０１６）

　インプラント術後の身体症状：２０４件　（痛み、腫れ、破損、化膿・・・）

◎インプラントのメリット・デメリット（日本歯科新聞社）週刊誌の特集



NPO法人の概要と事業
（2009～2016）

u 　組織

　　2009　　NPO法人　口腔健康科学ネット設置

　　 2012　　NPO法人　ヘルスサイエンス地域国際センター設置

　　 2013　　スーパー大学院・アカデミーカフェサロン設置

u 実施助成事業等

　　2009～2010　文科省助成事業　歯科衛生士FD　OSCEプログラム採択、実施

　　 2010～2012　厚労省助成事業　歯科助手養成科採択、実施　

　　 2011～2012　厚労省助成事業　岡山県内介護施設口腔ケア事業採択、実施

　　　　　　　　　　　厚労省助成事業　東北被災地、南相馬市施設口腔ケア事業採択、実施

　　 2013～2016　 医歯系名誉教授による介護職員スキルアップ講座、スーパー大学院

　　　　　　　　　　　ＶＥ・摂食嚥下講習会（歯科医師）

 　　2013～2016　（独）子どもゆめ基金　国立青少年教育振興機構助成事業

　　　　　　　　　　　西川緑道公園マスカットグリーンシャワー計画

　　 2016～　　 　　歯科インプラント第３者外部評価委員会の設置

　　 2017～　　　　歯科インプラント医療第３者外部評価認証制度運用記念講演会



歯科インプラント、歯科医療第三者外部評価委員会とは

趣旨
・我が国の歯科インプラント医療、診療所の医療の品質の評価を第三者機関（ＮＰＯ）

　が行い、国民に公平な情報を発信する。

・国民に質の高い歯科医療を提供していくためには、各歯科診療所の自らの機能評

　価が最も重要である。

・こうした努力をさらに効果的なものとし、患者様に安心して受診して戴くためには、

　第三者による評価認定制度・全国共通の基準を設けて、各診療所の評価を公開す

　ることが必要である。

・第三者機関とは、評価される側の歯科診療所とは別個に組織され、中立的で科学

　的に評価できる専門集団でなければならない。

（参考）

病院対象　公益財団法人　日本医療機能評価機構（JCQAC）
病院対象　米国評価機関　ジョイントコミッションインターナショナル（JCI）
医学部対象　日本医学教育評価機構（ＪＡＣＭＥ）



実施機関

・　NPO法人ﾍﾙｽｻｲｴﾝｽ地域国際センター、NPO法人口腔健康科学ﾈｯﾄ

　　（代表理事：永井敎之　岡山大学名誉教授、元歯学部長、元日本インプラン　ト学会理事）

　　ｽｰﾊﾟｰ大学院実施委員会（委員長：古賀隆治　岡山大学名誉教授）および、歯科インプラ

　　ント医療、診療所の外部評価認証委員会が担当する。

・　委員として、山上哲贒　日本口腔インプラント学会元副会長ほか、外科、救急医学を専門と

　　する大学名誉教授、歯科インプラント医療に係る各専門分野の元大学教員から構成され

　　ています。

・　アドバイザー　小宮山彌太郎（ブローネマルク、オッセオインテグレーションセンター）

NPO法人ﾍﾙｽｻｲｴﾝｽ地域国際ｾﾝﾀｰ
ｽｰﾊﾟｰ大学院実施委員会委員長

古賀隆治　岡山大学名誉教授

NPO法人口腔健康科学ﾈｯﾄ
歯科医療第３者外部評価委員会
代表理事・委員長

永井敎之　岡山大学名誉教授



公益社団法人日本口腔インプラント学会（2012　Ｈ24）
「口腔インプラント治療指針」
【CONTENTS】
　1　口腔インプラント治療とは
　2　インプラント治療とは
　3　診察と検査
　4　総合的評価
　5　リスクファクター
　6　治療計画
　7　インフォームドコンセント
　8　インプラント治療と医療安全
　9　術式
10　埋入時期・荷重時期
11　インプラント補綴法
11　偶発症と合併症
13　インプラント支持療法
　

日本歯科医学会編(厚生労働省HPより）

「歯科インプラント治療指針」
（平成２５年３月：歯科医療従事者向け）

【CONTENTS】
　1　歯科インプラント治療とは
　2　適応症
　3　リスクファクター
　4　治療計画
　5　インフォームドコンセント　
　6　歯科インプラント治療における医療安全

　7　術式
　8　インプラント体の埋入時期・荷重時期
　9　インプラント補綴法
10　偶発症と合併症
11　歯科インプラント治療におけるメンテナンス

　　　（支持療法）
12　実施体制について
　

審査内容

・治療ケアの品質　・組織の安全管理　・感染予防体制　・スタッフ教育　・患者と家族の権利の順守・・・・・・
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評価認証の流れ

①　第三者外部評価委員会は、日本歯科医師会と日本口腔イン
　　　プラント診療基準等に沿って、患者の目線からのＱ＆Ａを作
　　　成（冊子）しています。

②　本委員会の評価、認定を希望する診療所（院長等）はＱ＆Ａ
　　　冊子を本委員会から受け取り、記入して回答します。

③　本評価委員会は、その回答冊子により評価点上位の診療所
　　　に対して認証証を発行します。認証証の有効期間は２年間
　　　です。委員会が直接診療所を訪問することはありません。

④　Ｑ＆Ａ冊子は認証証と共に返却され、冊子等の情報が公開さ
　　　れることはありません。評価・認定費用は１診療所あたり３万
　　　円です。
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インホームドコンセント（Q&Aの例）

　歯科インプラント治療に当たっては、治療を行う担当者が治療
前に患者の状態、必要な検査、治療法、治療部位、予後、リスク、
費用、治療期間等を患者へわかり易く、詳細な説明を行い、理解
の確認、同意が必要である。

　又インホームドコンセントを得る場合には、患者等の家族が立ち
会うことが望ましい。又必要な検査、治療法、治療部位、予後、リ
スク、費用、治療期間等が記載された（①）の作成は必須である。

（　）内に入る語句を記入せよ

①　治療説明同意書



認　定　証

　　審査分野　歯科インプラント　　　　　認定番号　　　　　　　　　号

　　医院名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿　

　　貴医院は、本法人に設置された歯科医療第３者外部評価委員会（歯科インプラント分野）の

　　定める認定基準に達成していることを評価し、認証する。

　　　　　　　　　　　　　　　　認証期間　２０１６年７月１日～２０１８年６月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　発行日　　  ２０１６年７月１日　　　　　　　

NPO法人ﾍﾙｽｻｲｴﾝｽ地域国際ｾﾝﾀｰ

ｽｰﾊﾟｰ大学院実施委員会委員長

古賀隆治　

　　岡山大学名誉教授

NPO法人口腔健康科学ﾈｯﾄ
歯科医療第３者外部評価委員会
代表理事・委員長
永井敎之　
　　岡山大学名誉教授



Certificate of Accreditation(Sample）
Assessment system division              　　　　  Accreditation Number
        Dental Implant    
       　　　　　     

          Clinic Name:　

This is to certify that the above clinic has demonstrated satisfactory compliance with the applicable 
ohsnet Committer for Quality of Oral Care accreditation standard，Period:          ～
　　　　　　　
　　　　　　　　　　Date　:　　　　　　　

NPO organization Health Science regional and 
international Network
Committer of Super School of Postgraduate
Chairman: Ryuji Koga
Emeritus Professor Okayama Univ.

NPO Oral  Health Science  Network
Committer for Quality of Oral Care
Chairman: Noriyuki Nagai
Emeritus Professor Okayama Univ.
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２０１８年８月現在
歯科インプラント第三者外部評価認証済み登録診療所ネットワーク

認証施設名 住所 認証年度

第1号 京都インプラント研究所 京都市下京区東塩小路烏丸西入ル新京都セン
タービル5F

2016/8～

第2号 ブローネマルク　オッセオイ
ンテグレーションセンター

東京都千代田区1番町27開新堂ビル4F 2016/8～

第3号 医療法人　ハピー歯科クリ
ニック

岡山市東区西大寺南1-2-5天満屋ハピータウン2F 2016/8～

第5号 医療法人　西村歯科 大阪市中央区心斎橋筋1-10-11 2016/9～

第6号 石山歯科医院 和歌山県海南市野上中156 2016/9～

第7号 ひかり歯科医院 　福岡県久留米市天神町　57-1 2016/9～

第8号 上西歯科医院 　和歌山県和歌山市南中間町　81番地 2017/3～

第9号 矢田生活協同組合医療セン
ター　歯科・口腔外科

　大阪府大阪市東住吉区矢田　5-7-34 2017/5～



NPO法人　ヘルスサイエンス地域国際センター
NPO法人　口腔健康科学ネット、スーパー大学院　アカデミーカフェサロン
歯科医療第三者外部評価委員会活動方針（H29年～）

①　歯科インプラント医療　認証制度の啓蒙、PDCAによる改革改善

②　歯科医療及び関連分野の審査分野の追加、小児歯科、在宅歯科医療、矯正

　　　歯科、一般歯科、技工所、歯科関連企業等

③　認定診療所及び関連団体、企業のネットワーク、情報発信への協力、支援

　　　（NPOが仲介して各大学、病院、関連施設へ情報発信します）

例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○診療所からの伝言板

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・訪問歯科部門を設置します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・勤務医（歯科医師）　募集1名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・歯科衛生士募集2名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又はNPO　　　　　　　　　　　　　へ

○○歯科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所
TEL
診療時間
診療内容・特色

院長略歴


