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※ご注意下さい！    
●本学は‘施設内全面禁煙’となっております．また，千代田区は‘路上喫煙全面禁止’
　となっております．ご協力のほどよろしくお願い申し上げます．   
●シンポジウム会場は，‘飲食禁止’となっております．７・１２階昼食会場ならびに
　１１階休憩スペースをご利用ください．   
●館内 ゴミの分別・回収にご協力ください．   
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東京歯科大学 水道橋校舎 新館 館内案内図
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９：00～９：10　開会式　　挨拶　矢島安朝大会長　井汲憲治支部長

【セッション１】

　　　　　　　　座　長：塩田　真・田中譲治

９：10～９：50　材料学からみたインプラント治療の未来予測

　　　　　　　　吉成正雄（東京歯科大学）

９：50～10：30　デジタル技術からみたインプラント治療の未来予測

　　　　　　　　小久保裕司（鶴見大学歯学部）

10：30～10：40　休　憩

10：40～11：20　生体医工学からみたインプラント治療の未来予測

　　　　　　　　井汲憲治（日本インプラント臨床研究会）

11：20～11：50　ディスカッション①

12：00～13：00　昼　食

【セッション２】　

　　　　　　　　座　長：簗瀬武史・尾関雅彦

13：00～13：40　再生医療からみたインプラント治療の未来予測

　　　　　　　　春日井昇平（東京医科歯科大学）

13：40～14：20　超高齢社会からみたインプラント治療の未来予測

　　　　　　　　萩原芳幸（日本大学歯学部）

14：20～14：30　休　憩

14：30～15：10　インプラントの周囲炎の未来予測－表面構造を主として

　　　　　　　　梨本正憲（総合インプラント研究センター）

15：10～15：50　メーカーからみたインプラント治療の未来予測

　　　　　　　　田岡隆玖（日本歯科インプラント器材協議会）

15：50～16：00　休　憩

16：00～16：40　ディスカッション②

16：50～17：00　閉会式　学術委員長　高森　等

タイムスケジュール

メインテーマ：「インプラント治療の未来予測　10年後は？　－問題点と方向性－」



あいさつ文

公益社団法人　日本口腔インプラント学会　関東・甲信越支部

第７回学術シンポジウム大会長　矢島　安朝

　このたび，公益社団法人日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部第 7回学術シンポ

ジウムを平成28年8月7日（日）に東京歯科大学新館・血脇記念ホール（東京都千代田区三崎

町 2-1-14）で開催いたします．

　本シンポジウムは，2010年より開始され今回で7回目を迎えることができました．この

シンポジウム誕生時の狙いは，年次学術大会とは異なり，少しリラックスして演者の話を

聞き，わからなければ手を挙げて，気軽に質問できる雰囲気のシンポジウムを作りたいと

いう思いから始まりました．その後，会員の皆様のご協力により，今では大変活発な議論

が行われるシンポジウムに成長しております．

　今回のメインテーマは「インプラント治療の未来予測　10年後は？－問題点と方向性―」

と致しました．歯科医療における20世紀最大の発明といわれているインプラント医療は，

近年，「夢のような治療法」と称賛を浴びている期間もあれば，「事故が多発する危険な治

療法」と多くのメディアから批判された時期もありました．果たして，インプラント治療

の未来はどのように変化するのでしょうか．素晴らしい治療と認識され，国民医療として

根付いているのでしょうか．10年後はどうなっているのでしょうか．

　今回のシンポジウムでは，ベテランの演者の先生方から現状の問題点を踏まえ，それぞ

れの立場からインプラント治療の方向性を示していただき，さらに10年後の未来予測をお

願いしております．午前中は，材料学，デジタル技術，生体医工学の発展による10年後の

インプラント治療の展望を，吉成先生，小久保先生，井汲先生からご発表いただきます．

インプラント治療を取り巻く様々なテクノロジーや新しいマテリアルの進化には目を見張

るものがあり，これらを前提に夢のある未来予測を示していただけるものと思っています．

午後は，再生医療，超高齢社会，インプラン周囲炎治療からみた10年後のインプラント治

療を，春日井先生，萩原先生，梨本先生から大胆な未来予測をしていただく予定です．最

後にインプラントメーカーからみた未来を，期待を込めて田岡日本歯科インプラント器材

協議会会長から予測していただこうと考えています．

　私たちの日常は，押し寄せて来る目の前の問題を次から次に片づけて行く毎日です．ど

うか，このシンポジウムに多数の先生方がご参加いただき，この日一日だけでも，皆で希

望にあふれた未来に思いを馳せることができればと思っています．

　8月7日の夕方，血脇ホールから出てくる先生方の顔は，希望に満ち溢れ，確かな未来を

まっすぐと見つめ，真夏の太陽が輝く水道橋をさっそう歩いて行く様子が目に浮かびます．
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支部長挨拶

公益社団法人日本口腔インプラント学会

関東・甲信越支部長　井汲　憲治

　口腔インプラント治療が欠損補綴治療の有効な選択肢の一つとして認識されてから四半

世紀以上が経過し，現在では安全で有効な治療法として認識されています．しかしながら，

インプラント周囲炎の予防と治療，社会の超高齢化にともなうインプラント患者の高齢化，

増加する高齢者のインプラントを含む口腔ケアなど，現在，そして将来に向けて我々口腔

インプラント専門医・研究者が真剣に取り組まなければならない新たな課題も増えており

ます．

　今回の関東・甲信越支部第 7 回学術シンポジウムにおきましては，矢島安朝大会長がご

提案された “インプラント治療の未来予想　10年後は？－問題点と方向性－ ”は，誰も

が興味を抱きながら，実際は現在まであまり語られてこなかった重要なテーマでもありま

す．

　そのような意味から，今回のシンポジウムにおきましては，それぞれの分野に精通され

ている先生方に現在の課題を俯瞰していただき，課題を克服するための方向性・可能性に

関してご教授いただけるものと期待いたしております．

　関東・甲信越支部における学術シンポジウムは，相浦洲吉前々支部長のご提案により，

臨床的に重要なテーマを絞り，シンポジウム形式で深いところまで討論を行う形式で始ま

り，多くの支部の先生方からの支持を得ました．また，簗瀬武史前支部長も新進気鋭の若

手の研究者や臨床医をシンポジストの中心に据え，他支部からの参加者も含め，400名の

参加者を得るまでの大きな大会に成長させてこられました．

　今回，第 7 回支部シンポジウムの開催にあたり，矢島安朝大会長を始め，実行委員の先

生方の熱意とご努力に感謝いたしますとともに，盛会裏にシンポジウムが開催されますこ

とをご祈念申し上げます．また，ご参加いただいた，支部会員の先生方に於かれましては，

現在の問題点を再考し，来るべき未来に夢を馳せる有意義な 1 日となることをご期待申し

上げて，私のご挨拶とさせていただきます．
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祝　辞

関東・甲信越支部第７回学術シンポジウム
開催にあたり

公益社団法人 日本口腔インプラント学会

理事長　渡邉　文彦

　公益社団法人 日本口腔インプラント学会は口腔インプラント学に関する学術研究の推進と発展並

びにこれに基づく充実した医療を国民へ提供する大きな使命を有しております．このことより本学

会は現在，医療安全，卒前，卒後教育カリキュラムの構築と実施，支部活動の活性化と地域との連携，

国民への口腔インプラント専門医の必要性の啓蒙，学術面での貢献の5つの重点活動を中心に行っ

ています．本大会，支部学術大会は会員の知識向上を目指し，情報提供，情報の共有化を目的とし

ています．さらに口腔インプラント学は急速な知識，技術の進歩があり，関東・甲信越支部は年一

度の支部各術大会の半年前にテーマを絞った学術シンポジウムを開催しております．この度は第７

回目となり，東京歯科大学口腔インプラント学講座の矢島安朝教授を大会長に「インプラント治療

の未来予測10年後は？ －問題点と方向性－ 」をメインテーマに東京歯科大学，水道橋校舎　血脇

記念ホールにて開催されることとなりました．

　今回はインプラント治療の未来予測から見た問題点と方向性に焦点を絞っております．今日，口

腔インプラント治療は医療者側にとっても，また患者側にとっても日常臨床での欠損修復の有力な

選択肢となっており，口腔インプラント治療受診患者は，国民10人に1～2人となっております．ま

た人口動態からみて，齲蝕指数からみて若年者人口は減りますが，高齢者人口は，増加し，65歳以

上の方は2025年には，日本の人口の30.2％，2055年には39.4%を占めると予測されております．埋入

されたインプラントの残存率は10年で92％，20年で80～85％との報告もあり，インプラントを受診

した患者の年齢も70歳，80歳を過ぎる方も多くなっております．口腔インプラント治療は全身の健

康維持に大きな役割を果たしていると考えますが，不幸にして認知症や全身疾患に罹患，介護施設

に居住者の報告もされるようになってきております．このようなことから，これらのインプラント

治療患者の現状把握，またこれら施設での口腔ケアーについての指針の作成や介護者への口腔清掃

指導などが急務となっております．

　また今日インプラントに関連する再生医療，デジタルデータによるCAD/CAM，新しい材料，機

器も開発，日々臨床で導入され，適応症の拡大やより確実な診断，機能的，審美的に回復が可能になっ

てきております．IPS細胞により数年後には培養による歯の再生，また組織の再生も間近となって

おります．さらにデータのデジタル化はコミュニケーションのツールとしてより確実な診断，上部

構造の製作に応用されると思います．このようなことから口腔インプラント治療の将来予測は重要

であり，進むべき方向を正確に把握することは大切である．本シンポジウムでは種々な観点から 10

年先のインプラント治療を参加者の皆さんと考えてみたいと思います．
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座 長 紹 介
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東京医科歯科大学 大学院 
インプラント・口腔再生医学分野

塩田　真
■略　歴■
　1980年　東京医科歯科大学歯学部　卒業
　1984年　東京医科歯科大学大学院歯学研究科　修了
　1988年　東京医科歯科大学歯学部歯科補綴学第二講座助手
　1996年　文部省在外研究員ジュネーブ大学出張  
　1996年　東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント治療部助教授　
　2004年4月　
　　　　　東京医科歯科大学大学院インプラント・口腔再生医学分野
　　　　　准教授
■所属学会等■
　International Team for Implantology  Fellow
　ITI Study Club coordinator
　日本口腔ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ学会会員　指導医,理事
　顎顔面ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ学会会員　指導医,運営審議委員
　日本デジタル歯科学会会員　評議員
　バイオインテグレーション学会会員　理事
　日本補綴歯科学会会員　代議員
　口腔病学会会員　評議員
　WCOI 理事

一般社団法人 日本インプラント臨床研究会

田中　譲治
■略　歴■
　1986年   日本大学松戸歯学部卒業
　1989年   千葉県柏市にて田中歯科医院開業
　2001年　日本大学松戸歯学部　解剖学Ⅱ講座にて学位取得　
　2008年   日本大学松戸歯学部　臨床教授　現在に至る
■所属学会等■
　一般社団法人 日本インプラント臨床研究会（CISJ）会長
　公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専門医・指導医
　アジア口腔インプラント学会 理事
　日本歯科審美学会理事
　日本アンチエイジング歯科学会理事
　日本磁気歯科学会理事
　北原学院歯科衛生専門学校非常勤講師

公益社団法人 日本歯科先端技術研究所

簗瀬　武史
■略　歴■
　1984年　神奈川歯科大学 卒業
　1987年　ヤナセ歯科医院を開設（現：医療法人 泰峰会）
　1998年　医学博士（東京医科大学）
　2008年　神奈川歯科大学客員教授
　　　　 （社）日本歯科先端技術研究所 会長（現：公益社団法人）
　2012年　日本口腔インプラント学会 関東・甲信越支部長（～2016年6月）
　2014年　第44回日本口腔インプラント学会 学術大会長
　2016年　日本口腔インプラント学会 財務委員会委員長

昭和大学歯学部 インプラント歯科学講座

尾関　雅彦
■略　歴■
　1955年３月　名古屋市に生まれる
　1979年３月　東京医科歯科大学 歯学部 卒業
　1983年３月　東京医科歯科大学 大学院 卒業（口腔病理学専攻）
　　　　４月　東京医科歯科大学 第２口腔外科 医員
　1985年４月　昭和大学 第３歯科補綴学講座 助手
　　　　６月　同　講師
　1990年４月　同　助教授
　2011年４月　昭和大学歯科病院 インプラントセンター センター長
　2012年４月　昭和大学歯学部 インプラント歯科学講座 教授
■学会活動■
　日本口腔インプラント学会：専門医、指導医
　日本補綴歯科学会：専門医

セッション１

セッション２



材料学から見たインプラント治療の
未来予測

東京歯科大学

吉成　正雄

１．Made in Japan メタルフリー・ジルコニアインプラント
　ジルコニア（TZP）はチタン合金と同等以上の強度があり，研磨すれば対合歯を摩耗させ
にくく，さらにビタシェードと同様な色調をもつ透光性ジルコニアが開発されるに至り，
メタルフリージルコニア修復の実現性は高まっている．インプラントにおいても，ジルコ
ニアは純チタンの1.5倍の疲労強度を有することが示され，完全メタルフリーインプラント
の臨床応用が試みられている．強度不安のあるジルコニア製のアバットメントスクリュー
を使用しないナット締結方式の採用，アバットメントの最適化，適合性を改善する
CAD/CAM 技術の発展，さらには生体適合性を高める表面改質法を開発することにより，
原材料が日本発であるジルコニアを利用した真の意味での国産インプラントシステムにな
り得ると考えられる．
２．生体力学を考慮した複根歯テーラーメードインプラント
　円形の断面を持つ現在の単根歯インプラントは，上顎および下顎の解剖学的構造に適合
していない，荷重が適切に分散されないため側方圧や偏心荷重でインプラント頚部の辺縁
骨吸収を惹起するなど，様々な欠点が指摘されている．これに対し「複根歯インプラント」は，
顎骨に確実に固定され，荷重下にあるインプラントの傾斜や移動に対してより大きい安定
性をもたらす，メカニカルストレスが効果的に分散される，など生体力学を考慮した構造
体になる可能性を有する．
　一方，医療系ファブラボ（FabLab）は，患者のデジタル情報を処理し3Dプリンタなどの
機器を駆使して，患者１人１人に最適な医療を提供するためのテーラーメード医療として
登場した技術である．この技術を利用すれば，複根歯インプラントによる抜歯即時埋入テー
ラーメード治療が可能になると考えられる．具体的には，抜歯前に CT 等により抜歯窩の
形状を分析し，3Dプリンタにより抜歯窩の形状に適合した複根歯インプラントを作製する
ことにより，抜歯即時埋入が可能になる．さらに，このインプラントを顎骨形成に適合し
た多孔性スキャフォールドで作製し，カーボネートアパタイト薄膜コーティングやスタチ
ンなどの生理活性薬剤を担持することにより，骨形成を促進する有効な治療法となること
が期待できる．
３．表面改質によるインプラントの多機能化
　現在のインプラントは，骨組織と接触するインプラント体の改良のみではなく，インプ
ラント周囲骨の再建や，付着上皮の形成による生物学的封鎖，さらにはプラークを付着さ
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　■略歴■
　　1968 年 3 月　茨城県立水戸第一高等学校卒業
　　1972 年 3 月　茨城大学工学部電子工学科卒業
　　1974 年 4 月　東京歯科大学助手（歯科理工学講座）
　　1980 年 4 月　東京歯科大学講師（歯科理工学講座）
　　1986 年 4 月　歯学博士の学位受領（東京歯科大学）
　　1992 年 7 月　学命によりスウェーデン王国ルンド大学客員講師（１年間）
　　1997 年 6 月　日本歯科医師会 ISO/TC194 歯科対策委員会委員
　　1998 年 1 月　東京歯科大学助教授（歯科理工学講座）
　　1998 年 6 月　経済産業省インプラント材料の試験方法関係 JIS 原案作成委員会委員
　　2002 年 4 月　日本歯科材料協議会 ISO/TC106/SC8（インプラント）歯科対策委員会委員
　　2003 年 1 月　日本口腔インプラント学会認定制度による基礎系指導者
　　2003 年 8 月　日本歯科理工学会認定制度による Dental Materials Senior Adviser
　　2008 年 4 月　東京歯科大学教授
　　　　　　　　（口腔科学研究センター口腔インプラント学研究部門・歯科理工学講座）
　　2015 年 4 月　東京歯科大学客員教授（口腔科学研究センター）
　■所属学会■
　　日本口腔インプラント学会（基礎系指導者），日本歯科理工学会（名誉会員），日本バイオマテリアル学会（理事），日本
　　再生歯科医学会（理事），東京歯科大学学会（評議員），日本再生医療学会，International Association for Dental 
　　Research，Society for Biomaterials



デジタル技術からみたインプラント
治療の未来予測

鶴見大学歯学部　クラウンブリッジ補綴学講座

小久保裕司

　近年，デジタル技術は歯科領域の多方面に応用され，特に補綴，インプラント領域では
なくてはならない存在となっている．従来のアナログ技術で培った精度向上のための技術
をベースとして今後臨床に積極的に用いられると予想される．
　インプラント臨床において，CTデータを用いたソフトウェアでのシミュレーション，サー
ジカルガイド，顎模型，光学印象，プロビジョナルレストレーション，フレームワーク，
上部構造などさまざまなステップでデジタル技術が導入されている．これらを有効に活用
すれば，インプラント治療をより安全に，正確に行えるようになった．特に，インプラン
ト体の埋入シミュレーションを 3 次元的に行い，ガイデッドサージェリーにより埋入する
ことは，従来のフリーハンドサージェリーと比較して，補綴主導型インプラント治療の実
現に大きく貢献し，硬組織，軟組織を考慮に入れた，審美的，力学的な治療が容易となっ
ている．しかし，シミュレーションした位置を口腔内にトランスファーする際の水平的，
垂直的誤差はＣＴ画像のセグメンテーション，アーチファクト，プランニング，ガイドの
口腔内での固定方法，埋入時のシステムなどにより発生するとの報告もあり，臨床家はこ
の点を十分考慮に入れた上で用いる必要がある．また，最近は症例によりＣＴステント，
模型上でのワックスアップが不要になりステップは減少，シミュレーションシステムは簡
便化し，少数歯欠損に対しても多く用いられ，プランニングに時間をかけ，埋入時間を短
縮させる傾向にある．
　さらに，最小限の侵襲とフラップレスサージェリーを可能にし，シミュレーションデー
タからサージカルガイドを製作し，ガイデッドサージェリーを行い，そのデータから即時
荷重時のプロビジョナルレストレーションも CAD/CAM により製作できるようになって
いる．そして，リアルタイムにインプラントの埋入位置の確認ができるナビゲーションシ
ステムも登場している．
　光学印象と連動することにより従来の印象後の技工操作がなくなり，一連の流れはすべ
てデジタル化され，シミュレーション，サージカルガイド，アバットメントや上部構造の
フレームワーク，一体型上部構造製作と進む．一方で，臨床応用における長期的データは
まだ十分とはいえない．トラブルは従来の上部構造で報告されている前装材の破折等が認
められるものの，差異の詳細は不明で臨床研究が待たれるところである．
　歯学部学生教育においても，アバットメントやフレームワークの製作を CAD で行い，
３ D プリンターで立体化したり，インプラントの埋入シミュレーションを行い相互評価も
検討している．卒後教育として，インプラント治療にデジタル技術をどのようにステップ
で取り入れていくか，今後の大きな課題であり，大学の責務と考える．
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　本講演では，現在のデジタル技術の現状から10年後の未来予測をしてみたい．

　■略　歴■
　　1986年３月　鶴見大学歯学部卒業
　　1990年３月　鶴見大学大学院歯学研究科修了
　　1990年４月　鶴見大学歯学部補綴学第２講座　助手
　　1999年３月　Malmo大学補綴科　客員研究員
　　2002年９月　鶴見大学歯学部補綴学第２講座　講師
　　2012年４月　鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座　学内教授



生体医工学からみたインプラント
治療の未来予想

日本インプラント臨床研究会

井汲　憲治

　近代的な医学が成立して以来，患者の病名診断，処置方法・手術方法の選択と決定，薬
剤の選択，治療方針の決定など，ほとんどの重要な医療行為は，医師や歯科医師が当然の
ごとく独占的に行ってきた．それは，医学教育を受け，経験を積んできた専門の医師は，
患者にとっての適正な医療行為を行う能力を，誰よりも担保されているとの前提があるか
らこそである．
　しかしながら，2010年代に入ってからのAI（artificial intelligence；人工知能）技術におけ
る deep learning（深層学習）やreinforcement learning（強化学習） という，強力な手法の急
速な進歩により，AI が今までの医療の方法論や枠組みに大きな変革をもたらしていくもの
と予想されている．
　今年 6 月 7 日に東京で世界 ICT サミット（総務省主催）が開催された．その中で，医師向
け情報サイトを運営するメドピアの石見社長は AI 診療について， 「想像以上に早く登場す
る．5 年以内ではないか．トレーニングされている医者とそうでない医者の目線をあわせ
るのに活用できる」 との見方を示した．日本などでは画像診断の分野で AI 利用が始まって
いるが，「患者の症状を聞いて診断を絞り込んでいく過程も近く AI に置き換わっていくだ
ろう」 と述べた．
　実際，米国の医療現場でも，IBM の AI; ワトソン（米IBM が開発した人工知能．クラウ
ド上で公開されており，同社が提供する開発ツールを使うと，ワトソンを利用するアプリ
やソフトを開発できる．）による診断の正答率は，人間の医師を上回ったという結果が出て
いる． 患者のデータをワトソンに入れると，どの病気に罹っている確率が何％で，候補と
なる治療法は何か，などと教えてくれるアプリケーションを，IBM は開発している．
　確かに，CT スキャナーや MRI などの撮影装置やコンピュータを応用した画像処理技術
の進歩，歯科においては歯科用 CBCT（Cone-Beam CT）やガイディッド・サージェリー，
上部構造作製のための CAD/CAM のテクノロジーは，歯科医療に大きな変革をもたらした．
しかし，あくまで「考える」という作業の主体は人間であり，既存の技術の延長線に位置
付けられる．しかし，前述の AIは「考える」という作業をコンピュータが担うため，医療全
体が新しいフェーズに突入しつつあると考えられる．
　歯科，特にインプラント臨床の分野において，生体医工学の一分野としてのAIが，どの
程度まで診療のサポートできるかは非常に興味深いテーマである．
　インプラントの治療設計においては，個々の患者において最も適した，インプラントの
位置，方向，本数であることが望まれる．しかし，現在それらのパラメータの決定は歯科
医師の経験と勘に頼っているのが現実である．この問題に対して，演者らはインプラント
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治療設計のパラメータの最適化には，「最適デザイン」の概念を応用することが必須である
と考えている．また，AI において最適化の数理処理は得意とするところであり，AI によ
る治療設計が現実のものとなれば，合理主導型治療（rationality oriented treatment）という
ことになろう．
　演者はコンピュータ科学の専門家ではないが，現在までの経験や，米国 Silicon Valley か
らの情報を基に，インプラント分野における10年後のAI応用の可能性，特に AI のインプ
ラント治療設計への応用の意義と方法論について考察する予定である．

　■略歴■
　　1985年　東北大学歯学部卒業
　　1998年～2005年　
　　　　　　京都大学再生医科学研究所研究生（シミュレーション医工学分野）
　　2008年～2015年
　　　　　　昭和大学歯学部特別研究生（口腔生化学）・博士（歯学）　　
　　現在　　日本口腔インプラント学会理事・指導医・専門医
　　　　　　東北大学大学院歯学研究科臨床教授
　　　　　　日本インプラント臨床研究会名誉会長
　　　　　　医療法人石倉歯科医院院長

　　　　　　
　　　

　



再生医療から見たインプラント治療
の未来予測

東京医科歯科大学 インプラント・口腔再生医学分野

春日井昇平

　鉄製のインプラントが埋入された紀元 3 世紀頃と推定される顎骨，貝を加工したインプ
ラントが埋入された紀元 6 世紀頃と推定される顎骨が報告されています．このように，歯
の欠損部にインプラントを埋めて機能を回復する試みは古くからおこなわれてきました．
20 世 紀 の 中 頃 に，骨 内 に 埋 入 し た チ タ ン が 骨 内 に 安 定 し て 固 定 さ れ る 現 象

（osseointegration) が発見され，チタン製のスクリュー型のインプラントを用いる治療がお
こなわれるようになり，インプラント治療は確実な治療法となりました．現在，チタンあ
るいはチタン合金のインプラントを用いてインプラント治療をおこなうことで，機能的か
つ審美的に極めて高いレベルの回復が可能になっています．
　さて，インプラント治療を含めて全ての補綴治療は，材料を用いて口腔組織の欠損部位
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　■略歴■
　　1979年　東京医科歯科大学　歯学部卒業
　　1983年　同上　大学院歯学研究科博士課程　修了
　　　　　　同上　歯学部歯科薬理学講座　助手
　　1989－1991年　トロント大学 MRC Group in Periodontal Physiology ポスドク
　　1995年　東京医科歯科大学　歯学部歯科薬理学講座　助教授
　　2000年　同上　大学院医歯学総合研究科　摂食機能制御学分野　教授
　　2001年　同上　歯学部附属病院インプラント外来　科長　（併任）
　　2004年　同上　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　教授
　　　　　　　　　現在にいたる
　■所属学会■
　　日本口腔インプラント学会，日本顎顔面インプラント学会，
　　バイオインテグレーション学会
　　日本再生医療学会
　　AO, EAO, ICOI, ITI



超高齢社会からみたインプラント
治療の未来予測

日本大学歯学部歯科インプラント科

萩原　芳幸

　インプラント治療は歯科医院完結型を基本とし，通院可能な患者を対象として発展して
きた．また，歯科医院における定期検診および日常的な口腔清掃により，機能も含めて長
期的なインプラントの生存を患者へ説明してきたことも事実である．しかし，この考え方
は患者が常に健康かつ長期通院が可能であることを前提としたもので，加齢変化の影響を
過小評価し，我々が現在直面している高齢社会の実情に即応しているとは言い難い．イン
プラントの出現は従来の補綴治療による口腔環境変化スキーム（健全歯列→少数歯欠損→多
数歯欠損→無歯顎）に大きな影響を与え，その結果本来自然界には無いインプラントが，高
齢者の口腔内に存在するという稀有な状況に我々は直面している．
　高齢者におけるインプラント治療は，ともすれば全身状態や外科（麻酔）処置に関する注
意事項に終始しがちであり，上部構造の設計や治療後の全身的・臨床的・心理的・社会的・
経済的変化等は見逃されてきた．しかし，臓器・疾患別医療から生活の質を支える医療へ
転換を迎え，これからのインプラント治療は ①高齢者あるいは有病者に対してインプラン
ト治療を施す場合，②壮・中年期にインプラント治療を施し，年数を経て高齢期（有病化・
介護化・超高齢化）へ突入した場合，の２つを念頭に置く必要がある．平成 23 年度の歯科
疾患実態調査によると 35 歳以上成人の 2.06％にインプラント治療が施されている現在，以
下に示すような高齢域の特徴や注意事項を理解しつつ，包括的な治療計画の立案をすべき
である．
　１．現在の全身的状態と生活の質，社会的要求への配慮
　２．平均寿命を基準としての余命年数と経時的な全身状態変化
　３．健康寿命の伸展のための包括的健康管理（生活指導・食指導等）＝不健康余命の短縮
　４．経済的な制限を受ける可能性（上部構造の修理，追加等）
　５．歯科医院での通常治療・アフターケアができなくなる可能性
　６．要介護状態になった際の口腔ケアへの配慮，インプラントが口腔内環境への凶器に
　　　ならないための配慮
　日本には平成27年9月時点において65歳以上の高齢者が3384万人おり，全人口の26.7％を
占めるとともに80歳以上人口も1000万人を突破した．この傾向は当面の間継続し，2025年
には65歳以上人口は総人口の40 ％．75歳以上人口も25％を占めると予測されている（2025
年問題）．要介護者率もそれに伴い上昇するため，インプラントが口腔内に存在する要介護
者への対応を求められる機会が増加する．本邦における人口推移や社会保障制度の諸問題
を鑑みると，従来我々が行ってきたインプラント治療（歯科医院完結型治療）に加えて以下
のような配慮が求められる．
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　１）補綴（インプラント）治療による咀嚼機能回後の栄養状態・体組成の改善（健康作り＝
　　健康寿命延伸）
　２）患者の状態変化（通院不可・介護等）に容易に対応可能な上部構造の作製と適切な時
　　期の見極め
　３）在宅や施設におけるインプラントへの対応（口腔ケアやアフターケア）
　高齢社会におけるインプラント治療の未来予測は現在歯科界で起きている診療パラダイ
ムシフトの延長線上に位置することは明確である．特に中年期から高齢期の患者に対する
インプラント治療では，オーラル・フレイルおよびフレイルの予防を意識した治療が求め
られ，最終的には患者の健康寿命延伸と生活の質（高齢者として）を支える医療の実施こそ
が国民の負託に答えることになる．

　■略歴■
　　1985年３月　日本大学歯学部卒業　
　　1989年３月　日本大学大学院歯学研究科修了；歯学博士
　　1991年４月　日本大学助手　歯学部補綴学教室クラウン・ブリッジ学講座勤務（現Ⅲ講座：現在に至る）
　　1993年２月　アメリカ合衆国オハイオ州　ケースウエスタンリザーブ大学歯学部付属 Mt.Sinai Medical Center 客員
　　　　　　　　研究員（1993年11月まで）,  アメリカ合衆国　オハイオ州立大学歯学部インプラント部門　客員研究員
　　　　　　　　（1995 年 4 月まで）
　　1996年４月　日本大学講師（専任扱い）
　　2001年４月　日本大学専任講師　　　　　　　　　　
　　2002年４月　日本大学助教授（2007 年 3 月まで）
　　　　　　　　日本大学歯学部付属歯科病院歯科インプラント科　科長（現在に至る）
　　2007年４月　日本大学准教授（職名変更により）（現在に至る）
　　2015年４月　日本大学歯学部診療教授（現在に至る）
　■所属学会■　
　　日本補綴歯科学会　【専門医・指導医】    　　　　　　 　　
　　日本口腔インプラント学会　【専門医・指導医】
　　日本顎顔面インプラント学会
　　日本老年歯科学会　　　　
　　International Association for Dental Research    
　　Academy of Osseointegration　
　　American Academy of Fixed Prosthodontics
　　International College of Prosthodontists  　　
　　Carl O. Boucher Prosthodontic Society 
　　東京都歯科医師会・日本歯科医師会会員    

     
 



インプラントの周囲炎の未来予測
－表面構造を主として

総合インプラント研究センター

梨本　正憲

　インプラントの成功は，オセオインテグレーションは，必須不可欠になってきている現在，
新たに，問題になってきているのが，インプラント周囲炎である．今回，インプラントの
表面構造と周囲炎の関係を調べることによって，将来，どのような表面構造が，インプラ
ント周囲炎を減少することができるかを想定する．インプラント歴40年に渡っての過去の
データと，周囲炎についての他の文献を照らし合わせて，評価した．周囲炎と，インプラ
ントの関係の文献が少なく製造会社の資料に頼るのは，偏見と湾曲もあり得るので，今ま
での経験のデータも，含めて，想定してみた．まず，インプラント周囲炎の要因，原因を調べ，
天然歯と比較した．周囲炎といっても，ミューコサイティスと，ペリインプランタイティ
スがあり，ペリインプランタイティスの治療も難しく天敵となっている．ミューコサイティ
スは，軟組織，天然歯では，歯肉炎，ペリインプランタイティスは，軟組織，と，硬組織
に影響を及ぼし，天然歯と比較すると，歯周炎に相当する．ペリインプランタイティスは，
全インプラントの約11－49％の割合で発生している．割合の幅が広いのは，ペリインプラ
ンタイティスの定義が，施術者によって違うのと，図り方にも，違いが出てくるからである．
実際，私の経験結果では，過去40年に埋入した6564本中，周囲炎の発症が，製造会社の種
類により違うが，５－９％である．第一世代のインプラントに比べて，第２世代（現在）の
周囲炎の発症割合は，劇的に減少しているわけではない．天然歯と比較するとインプラン
ト周囲にはセメンタムとか歯根膜がなく，直接，骨と結合（オセオインテグレーション）す
るので，その結合の仕方と，その周囲の軟組織の違いによって，インプラント周囲炎の深
刻さが理解できる．このオセオインテグレートしたインプラントを，天然歯に比べると血
流が少なくまた，歯槽骨頂の周囲にみられる繊維がインプラントの埋入方向と同じく，垂
直にのみ，走行しているので，軟組織自体が，感染の侵入に対して弱い．インプラントでは，
骨と接しているインターフェイスも，軟組織と接しているインターフェイスには，まった
く血流がないので，それ故，天然歯のような自浄作用もなく，また，繊維芽細胞も少なく
　その上，結合組織ができたとしても，コラーゲンの種類も，柔らかいものが多く，髪の
毛に多く含まれるようなコラーゲン V が多い．インプラントの表面構造には，チタンと，
ＨＡコーティングがあるが，ＨＡのオセオインテグレートは，優れているが，ＨＡのみが骨
と結合しインプラント本体と剥がれるのが問題になり，現在は，生態学的に共有できるチ
タンを使用することが多い．このチタンインプラントの表面の処理が，スムーズから，ラ
フと様々である．現在，ストローマン（ＳＬＡ）と，カムログが，期待されているが，ペリ
インプランタイティスを防御できるインプラントは，皆無であるので，将来，ペリインプ
ランタイティスを防御できるようなインプラントの材質，表面構造を作ることがチャレン
ジである．未来の想定としては，インプラント構造，形状としては，（１）インプラントと
身体に生物学的かつ生体学的に許容応力のあるインターフェイス，（２）骨，上皮，血流よ
り繊維芽細胞の誘導かつ増強を促すような分子構造を考えたインプラントの表面，（３）イ
ンプラントの表面構造または，材料により，細菌繁殖を抑えることができるようなインプ
ラントが，開発されることを期待する．
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　■略歴■
　　1970年３月　京都薬科大学中退
　　1970年４月　愛知学院大学　歯学部　入学
　　1976年３月　愛知学院大学　歯学部　卒業
　　1976年４月　市川総合病院第１専修科入局
　　1978年４月　千葉中央検診診療所入局
　　1979年４月　千葉県八千代市勝田台にて，ＥＳ歯科医院開設
　　2004年10月　東京歯科大学病理学教室　歯学博士の学位取得
　　2012年９月　スーパーモダン矯正修了
　　2005年８月～現在　日本口腔インプラント学会代議員
　　2016年７月～昭和大学インプラント課研究生として入局
　■資格・所属学会■
　　I．C．O．I　国際口腔インプラント学会専門医・指導医
　　J．S．O．I　日本口腔インプラント学会専門医・（2001年指導医）
　　日本歯科先端技術研究 所指導医
　　D．G．Z．I　ドイツ口腔インプラント学会専門医・指導医
　　総合インプラント研究センター施設長
　　東京歯科大学 臨床検査病理学講座非常勤講師
　　日本成人矯正歯科学会会員

　

　



メーカーからみたインプラント治療
の未来予測

日本歯科インプラント器材協議会 会長　

田岡　隆玖

　日本歯科インプラント器材協議会（通称JADIS）は，歯科インプラント及び関連器材を販
売する企業19社で構成されています．2002年10月に任意団体として発足し，今年 6 月 1 日
一般社団法人として新たに始動いたしました．
　今回のシンポジウムで我々に与えられたテーマは，メーカー視点でのインプラント治療
の未来予測です．今後10年のテクノロジーや機器・マテリアルの進化，そして市場の変化，
歯科医療全体の中でのインプラント医療の関係を予測することで，現状の問題点や今後良
い方向に進むための方略を検討する一助になればと考えています．
　世界の歯科インプラント市場は，新興成長市場を考慮すると今後二桁の成長が予測され
ています．一方，日本国内市場は2011年の国民生活センターによる「インプラント治療に
関わる問題」の報告，テレビ，新聞記事によるインプラントのネガティブ報道の影響を受け，
4年間にわたり低迷していましたが，少しずつ回復の兆しを見せています．今後，歯科イン
プラント市場の成長は，消費者行動とマクロ経済の影響をうけると予測されます．
　インプラントの普及率は市場規模の長期的な成長を推進する原動力となりますが，世界
の人口 1 万人に対する普及率トップ 3 の国々，韓国，イタリア，スウェーデンの平均値と
日本を含め他の先進国の普及率を比較すると後者は50％以上低いという現状があります．
新聞（WEB含む）等で読者の医療リテラシーを高める企画も増えていますが，歯科インプラ
ント治療への正しい理解が促進されるよう，インプラント治療の有用性を啓発し続けるこ
とも我々に課せられる使命と考えています．
　また，世界的に女性歯科医師の増加が注目されています．今後，多くの女性が歯科にエ
ントリーすることにより，口腔外科専門医の減少，パートタイムなど就業形態の変化も予
測されています．インプラント治療に関わるソフト面，教育・研修は女性歯科医師のニー
ズに応えていくことが重要となってくるでしょう．
　世界でも類を見ない超高齢社会に直面している日本では，健康長寿社会を支える医療を
実現するため医科と歯科の連携が望まれています．歯科インプラントがどう貢献できるか，
多くの課題への対応が様々な観点で議論されています．
　日本の歯科用CBCTの普及率は高く，インプラント治療や口腔外科手術には欠かせない
診断機器となっています．被ばく線量の低減，よりリアルな画像の追及などさらなる開発
が進められています．今後インプラント治療は，診査・診断機器を活用し全身とのかかわ
りや咬合関係など口腔全体を包括的に捉えた歯科治療へとシフトしていくと考えられます．
デジタル化の進展により生産性が高まり，チェアタイムは短縮され，歯科医師とラボのワー
クフローとバリューチェーンにさらなる革新をもたらすと予測されます．デジタルスキャ
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ニングにより口腔内の状態はフル３Ｄ画像で再現されるようになり，外科（Guided 
Surgery），補綴（CAD）それぞれのソフトウェア，また口腔内スキャンの連携が強化され，
たとえば，デジタル上でプロビジョナルの製作も可能となります．
また，患者固有の DICOM データから 3D プリンターで顎骨 3D モデルを製作し，術前にサー
ジカルガイドを装着した３ D モデルでシミュレーションを行うなど，より安全で確実な手
術を支援する技術の普及や進化も予測されます．
本講演では，歯科業界データのレビューと関係者へのヒアリングをもとに，また，過去の
調査，他業界での事象もベンチマークして今後のインプラント治療の方向性についてさら
に検討・考察をする予定です．

　■略歴■
　　2000年　ノーベル・バイオケアジャパン(株) マーケティング本部長（2008年まで）
　　2013年　ストローマン・ジャパン(株) PR部門マネージング・ディレクター
　　2015年　一般社団法人 日本歯科インプラント器材協議会 会長
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大　会　長 　矢島　安朝 　東京歯科大学附属病院口腔インプラント科
実行委員長 　本間　慎也 　東京歯科大学附属病院口腔インプラント科
準備委員長 　佐々木穂高 　東京歯科大学附属病院口腔インプラント科
副準備委員長 　高梨　琢也 　東京歯科大学附属病院口腔インプラント科
  
アドバイザー 　相浦　洲吉 　一般社団法人 日本インプラント臨床研究会
　　　　　 　井汲　憲治 　一般社団法人 日本インプラント臨床研究会
　　　　　 　魚島　勝美 　新潟大学医歯学総合病院インプラント治療部
　　　　　 　江黒　　徹 　公益社団法人 日本歯科先端技術研究所
　　　　　 　小倉　　晋 　日本歯科大学附属病院口腔インプラント診療科
 　 　小田　　茂 　東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部
 　　 　笹谷　和伸 　一般社団法人 日本インプラント臨床研究会
  　塩田　　真 　東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医学分野
 　 　高森　　等 　日本歯科大学附属病院口腔インプラント診療科
 　　 　樋口　大輔 　昭和大学歯科補綴学講座
 　　 　廣安　一彦 　日本歯科大学新潟病院口腔インプラント科
 　 　宮崎　　隆 　昭和大学歯科保存学講座歯科理工学部門
 　　 　簗瀬　武史 　公益社団法人 日本歯科先端技術研究所
 　　　 　山口　葉子 　昭和大学歯学部インプラント歯科学講座
 　　　 　渡邉　文彦 　日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第２講座
実行委員 　秋葉　陽介 　新潟大学医歯学総合病院冠ブリッジ科
 　　 　石浦　雄一 　昭和大学歯学部インプラント歯科学講座
 　　 　井上　　実 　松本歯科大学病院
 　　　 　上木耕一郎 　山梨大学医学部歯科口腔外科
 　　　 　上田　一彦 　日本歯科大学新潟病院口腔インプラント科
 　　 　植松　裕雅 　NPO 法人 ユニバーサルインプラント研究所
 　　 　奥寺　俊允 　一般社団法人 東京形成歯科研究会
 　　 　小宅　宏史 　NPO 法人 埼玉インプラント研究会
 　　 　熊坂　　士 　東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座
 　　 　栗山　壮一 　公益社団法人 日本歯科先端技術研究所
 　　 　佐藤　大輔 　昭和大学歯科病院
 　　 　鈴木　善晶 　一般社団法人 インプラント再建歯学研究会
 　　　 　関　　啓介 　日本大学歯学部付属歯科病院特殊診療部歯科インプラント科
 　　 　関矢　泰樹 　総合インプラント研究センター
 　　 　田草川　徹 　明海大学歯学部付属明海大学病院口腔外科第 1 科
 　　 　玉木　大之 　日本大学松戸歯学部付属病院口腔インプラント科
 　　 　積田　光由 　鶴見大学歯学部附属病院インプラントセンター
 　 　中田　秀美 　東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来
 　　 　西方　　淳 　新潟再生歯学研究会
 　　 　村田　拓也 　東京医科大学医学部口腔外科学分野
 　　　 　森田　雅之 　一般社団法人 横浜口腔インプラント研究会
          　矢島奈央子 　神奈川歯科大学附属病院 口腔インプラントセンター
  　山田　慎一 　信州大学医学部附属病院歯科口腔外科
 　 　山田麻衣子 　日本歯科大学附属病院口腔インプラント診療科
 　 　若井　広明 　一般社団法人 日本インプラント臨床研究会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順　敬称略）

第７回 学術シンポジウム実行委員会
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相田化学工業　株式会社

医歯薬出版　株式会社

エアロサービス　株式会社

株式会社　エクセル歯科研究所

オーラス

長田電機工業　株式会社

株式会社　OSSTEM JAPAN

オリンパス　テルモ　バイオマテリアル　株式会社

京セラメディカル　株式会社

有限会社　協和デンタル・ラボラトリー

ケーオーデンタル　株式会社

ケンテック　株式会社

コアフロント　株式会社

松風バイオフィックス　株式会社

株式会社　ジーシー

株式会社　ジオメディ

ジンマー・バイオメット・デンタル　株式会社

ストローマン・ジャパン　株式会社

株式会社　セキムラ

株式会社　タスク

大信貿易　株式会社

有限会社　テクニカ

デンツプライ三金　株式会社

株式会社　ニッシン　

株式会社　日本歯科工業社

ノーベル・バイオケア・ジャパン　株式会社

和田精密歯研　株式会社

株式会社　白鵬

株式会社　プラトンジャパン

株式会社　ブレーンベース

株式会社　モリタ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50 音順）

第７回 学術シンポジウム協賛企業一覧














	インプラント表紙001
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