
福岡歯科大学同窓会主催2022年度臨床スキルアップセミナー 
WEB開催（オンデマンド配信） 

「臨床の判断どうしている？」 

-臨床のエキスパートが考える判断基準- 

第１回「深在性う蝕に対する臨床判断」 
2022.06/25（土）～07/08（金） 

第2回「中等度から重度歯周病症例に対する臨床判断」 
2022.8/27（土）～09/09（金） 

第3回「高齢者に対する多数歯欠損及び無歯顎補綴に対する臨床的判断」 
2022.10/29（土）～11/11（金） 

第4回「口腔内清掃を向上するための臨床的な取り組み」 
2023.01/28（土）～02/10（金）
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福岡歯科大学同窓会主催2022年度臨床スキルアップセミナー 
WEB開催（オンデマンド配信） 

「臨床の判断どうしている？」 

-臨床のエキスパートが考える判断基準- 

第3回 
「高齢者に対する多数歯欠損及び 
無歯顎補綴に対する臨床的判断」 

座長：松永興昌 
松永歯科クリニック　院長 

1.高齢者の無歯顎患者について　 
インプラント治療の観点から

福岡歯科大学咬合修復学講座インプラント学分野　 
講師　谷口祐介　先生

2.高齢者の多数歯欠損に対する、歯根膜および 
インプラントを活用した補綴修復法の選択基準

竹中歯科医院 
院長　竹中　崇　先生 

3. インプラントvs有床義歯　 
高齢期におけるリスクとベネフィット

医療法人 井上会篠栗病院歯科　 
歯科医長　鈴木宏樹　先生
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1.高齢者の無歯顎患者について　 
インプラント治療の観点から

福岡歯科大学咬合修復学講座インプラント学分野講師　 
谷口祐介　先生

3

無歯顎患者にとって可撤性義歯による補綴治療は、口腔機能やQOL向上の面
で有効な治療選択肢の一つである。一方、高度な下顎顎堤の吸収により義歯が
不安定になる場合や、上顎義歯異物感による義歯への順応不能がある場合など
は、可撤性義歯を装着しているにもかかわらず、口腔機能の向上が困難となっ
ている患者が散見されるのも事実である。このような可撤性義歯の治療難易度
が高い無歯顎の状況においては、高齢者であってもインプラント治療は有効な
選択肢となることが考えられる。 

本セミナーでは、高齢者の無歯顎患者にインプラント治療を行うことで口腔
機能とQOLが向上した症例を供覧したうえで、高齢患者へのインプラント治療
で注意するべきことについて口腔インプラント学会の治療指針に則り解説す
る。また、インプラント治療後に通院困難になった患者の対応方法について、
現状の対策と今後の展望について紹介する。
学位・資格：歯学博士、日本口腔インプラント学会　　　　　　   
                                                専門医、指導医 
研究分野・現在の研究テーマ 
• ジルコニアインプラントの開発研究 
• 訪問歯科診療におけるインプラント管理に関す
る臨床研究 
• 乳酸菌タブレット継続接種による口腔インプラ
ント周囲組織の健康管理に関する臨床研究 

Product list – Xeal™ and TiUltra™

TaperedCC Active ParallelCC
On1 

Concept Abutment
Multi-Unit 
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2.高齢者の多数歯欠損に対する、歯根膜および 
インプラントを活用した補綴修復法の選択基準

竹中歯科医院 
院長　竹中　崇　先生 

高齢者の多数歯欠損に対する補綴修復法として、可撤性義歯およびインプラント
治療が挙げられる。双方とも加齢に伴う身体的変化への注視はもちろん、修復手段
の選択や治療過程での準備は、患者のQOLの向上を図るための重要なファクターと
なる。 
具体的には、前者は歯冠修復後に“クラスプ義歯”に、もしくは残根上の義歯いわ

ゆる“オーバーデンチャー”にするのかを、欠損歯数の状況で両者の優位性を比較・
判断し、どちらかを選択しなければならない。一方後者においては外科処置が必要
なため、特に高齢者においては手術時間の短縮および良好な最終上部構造製作を見
越した綿密な準備が重要となる。 
今回、上記状況での３症例を提示する。当院が高齢者の多数歯欠損に対する補綴

修復法の選択および判断において最重要視しているファクターを開業医の立場から
解説したい。 
【略歴】 

福岡県北九州市若松区出身 
平成14年　福岡歯科大学卒業 
平成14年　福岡歯科大学咬合修復学講座冠橋義歯学分野入局 
　　　　　 福岡歯科大学医科歯科総合病院 補綴科勤務 
平成19年　松尾歯科医院 勤務（佐賀県唐津市） 
平成22年　竹中歯科医院 副院長 
平成22年　 Ostrow school of Dentistry of USC（南カリフォルニア大学歯学部）Japan Program卒業 
上田塾 

Welcome. Join us on our journey to unlock the
potential of people’s lives.



5

3. インプラントvs有床義歯!? 
高齢期におけるリスクとベネフィット

医療法人 井上会篠栗病院歯科　 
歯科医長　鈴木宏樹　先生

高齢化率が2019年には28.4％となり、今後も上昇することが予測されている本邦
においては、その高齢化と比例する形で地域歯科クリニックに来院する患者の高
齢化も進んでいるものと推察される。高齢の患者が増えるにあたり特に考慮しなけ
ればならないのは、高齢者への歯科医療、特に多数歯欠損及び無歯顎補綴に対す
る臨床的判断ではないだろうか。 
歯の欠損から起こる口腔機能低下を防ぐための手法として、インプラント治療を行
うことは非常に有効であり有意義であるが、口腔機能の低下は歯の欠損以外の
様々な理由でも起こり得るため、高齢期にはインプラント治療を行うことが必ず
しも口腔機能維持・向上につながるとは限らない。患者の状態によっては、義歯
治療の方が患者にとって有益なことも多くある。 
  
今回は、高齢期におけるインプラント治療や義歯治療について、それぞれのリスク
やベネフィットを示し、患者のライフステージに合わせた歯科医療の判断の重要
性について述べたい。 

【略歴】 
2001年　福岡歯科大学 歯学部 卒業 
2010年　医）井上会 篠栗病院 歯科医長 
2021年　博士（歯学）学位授与 

資格： 
日本老年歯科医学会 認定医 
日本有床義歯学会 認定医 
日本顎咬合学会 認定医 

貴金属の分析・管理から売却まで、

アサヒメタルアカウントシステム なら安心・安全に運用していただけます。
アサヒメタルアカウントシステムとは、お客様の所有する貴金属をweb上で管理し、

お客様の好きなタイミングで売却できるシステムです。

https://ams2.asahipretec.com/

ご利用イメージ

決済はパソコンから、わかりやすい操作でセキュリティーも万全。安心してご利用いただくことができます。
分析手数料はアサヒメタルアカウントシステム特別条件となります。詳しくは営業までお問い合わせください。

万全の
セキュリティ

好きな
タイミングで
売却

売却時の
手数料
0円

システム
管理料
0円

ご来店
不要

弊社にて分析いた
します

売却・返却は自由に
決められます

お客様所有の金属

撤去冠／ダクト屑／
研磨屑／キャスト屑

精製料相当を
控除して

午前10時30分から午前0時まで
ご利用いただくことができます

お客様の
タイミングで ご売却または金地金

※プレート ・ 500gバー ・ 1kgバー

アサヒプリテック株式会社 福岡営業所
〒811-3136 福岡県古賀市糸ヶ浦29 TEL 092-943-2223

※
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協賛企業一覧 (今回,五十音順)
株式会社愛歯 

アサヒプリテック株式会社 

医療共済会 

株式会社カイマンデンタル 

ストローマン・ジャパン株式会社 

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 

クオール株式会社 

福岡デンタル販売株式会社 

株式会社　ブレーンベース 

メディア株式会社 

この度は、福岡歯科大学同窓会主催 2022年度臨床スキルアップセミナーをご視聴いただき、ありがとうご

ざいました。オンデマンド配信ということで、細かなニュアンスまでお伝えできたかどうか不安ではありま

すが、少しでも先生方の臨床にお役に立てれば幸いです。また、本セミナーに際しご協力いただいきました

協賛企業の方々、関係各位の皆様、本当にありがとうございました。今後も有益なセミナー、講演会を行

っていきますのでよろしくお願いいたします。 

福岡歯科大学同窓会副会長　上田秀朗　　学術委員長　松永興昌 

福岡歯科大学同窓会 
〒814-0093福岡市早良区田村2丁目15-1 
☎:(092)863-2966 academic@fdc-dousou.com 
http://www.fdcnet.ac.jp/col/collink/alumnus/ 

各回における質問につきましては→のQRコード先のフォームよりお送りください。 

1. 質問は各回の配信終了後1週間後に締め切ります。 

2. 回答はご登録いただいたメールに送ります。 

3. すべての質問にお答えできるとは限りませんことをあらかじめご了承ください。

mailto:academic@fdc-dousou.com
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http://www.kdrg.info/wp-content/uploads/2014/11/dc_tuha.jpg臨床の判断どうしている？
福岡歯科大学同窓会主催 2022年度臨床スキルアップセミナー 

-臨床のエキスパートが考える判断基準 -

第1回　深在性う蝕に対する臨床判断

第2回　中等度から重度歯周病症例に対する臨床判断

第3回　高齢者に対する多数歯欠損及び 
                    　　 無歯顎補綴に対する臨床的判断

第4回　口腔内清掃を向上するための臨床的な取り組み

福岡歯科大学同窓会事務局   TEL 092-863-2966   FAX 092-863-2967  

e-mail   academic@fdc-dousou.com  https://fdc-dousou.com/ 

さまざまな臨床の場面で、症例に対する治療選択や予後を考得ていくためには、多くの経験や知識、技術が必要とされる。
そこで今回のスキルアップセミナーでは、比較的臨床経験の浅い先生に対して、治療判断を行う上で苦慮するポイントをそ
れぞれの立場から考え方や治療法を解説していただき、座長と講師とともにディスカッションしてもらいたい。

歯科医師 19,000円
福歯大同窓会　令和3年度会費納入者 17,000円
歯科衛生士・歯科技工士・スタッフ・その他歯科医療従事者 9,000円
歯科医師臨床研修医・大学院生 8,000円
歯学部学生・歯科技工学校学生・衛生士学校学生 無 料

歯科医師 7,000円
福歯大同窓会　令和3年度会費納入者 6,000円
歯科衛生士・歯科技工士・スタッフ・その他歯科医療従事者 4,000円
歯科医師臨床研修医・大学院生 3,000円
歯学部学生・歯科技工学校学生・衛生士学校学生 無 料

全コース(締切6月28日まで) 単発受講

福岡歯科大学口腔医療センター 

つは歯科医院 

陶山歯科医院

田代歯科医院 

福岡歯科大学口腔治療学講座歯周病学分野 

学研都市歯科・矯正歯科

福岡歯科大学咬合修復学講座インプラント学分野 

竹中歯科医院 

医）井上会篠栗病院歯科

福岡歯科大学医科歯科総合病院総合高齢者歯科衛生士 
樋口歯科医院 
フリーランス 
医）福和会別府歯科医院 

お申込みはこちらから→

著作権を遵守し、講演の撮影、録音、コピーを行わない事に同意をお願いします

北野　香   先生 
歯科衛生士　秋好綾波　先生 
歯科衛生士　山田智子　先生 
歯科衛生士　相川嘉津子　先生

講師　谷口祐介　先生 

院長　竹中　崇　先生 

歯科医長　鈴木宏樹　先生

院長　田代芳之　先生 

准教授　吉永泰周　先生 

院長　芳賀　剛　先生

教授　泉　利雄　先生 

院長　津覇雄三　先生 

院長　陶山新吾　先生

配信：2022.6 .25(土)～7.8(金)

配信：2022.8 .27(土)～9.9(金)

 配信：2022.10.29(土)～11.11(金)

配信：2023.1.28(土)～2.10(金)

座長:中村恵子先生

座長:坂田憲彦 先生

座長:森川秀典先生、青木隆宜 先生

座長:松永興昌 先生

Web開催 
オンデマンド


