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OSSEOINTEGRATION STUDY CLUB OF JAPAN

第 1 回都民フォーラム開催

ご報告書

去る 2013 年 7 月 7 日（日）
、OJ で初の試みとなる第 1 回都民フォーラムを開催いたしました。

トラブル関連の報道や否定的

な報道が相次ぐ中、OJ が率先して国民にインプラント治療を正しく伝えること、また、真摯にインプラント治療に携わっている
熱心な OJ 会員の存在を知っていただくことを目標に掲げ、試行錯誤の中取り組んでまいりましたが、賛助会員様はじめ多くの方々
のご協力を賜りお陰様で盛会にて終えることが出来ました。簡単ではございますが、本紙にてご報告申し上げます。

事前の活動：報道関係者対象セミナー
インプラント治療の正しい情報提供と OJ 主催による都民フォーラム開催の意義を伝える目的で、
都民フォーラム当日まで 2 回に渡り報道関係者対象のセミナーを開催いたしました。
併せて参加の叶わなかった主要メディアへ、講演の概要と第 1 回都民
フォーラム開催の再告知をプレスリリースとして配信いたしました。
【第 1 回目】2013 年 3 月 28 日（木） 厚生労働省記者クラブにて
講演１：鈴木

真名 先生 （OJ 会長、 鈴木歯科医院

院長）

「OJ の概要 / インプラント治療の最前線の現状および今後の展望について」
講演２：松島 正和

先生 （OJ 常任理事、神田歯科医院

院長）

「第 1 回 OJ 主催、都民フォーラム開催について」
【第 2 回目】2013 年 6 月 25 日（木） ㈱モリタ
講演１：OJ 会長

鈴木

5 階会議室にて

真名 先生 （OJ 会長、 鈴木歯科医院

院長）

「OJ について：一般歯科医師と OJ 所属歯科医師のアンケート結果発表」
講演２：OJ 理事 松島 正和

先生 （OJ 常任理事、神田歯科医院

院長）

「健康長寿とインプラント治療（都民フォーラム講演内容のダイジェスト）」

第 1 回 都民フォーラム：
もっと知ろう！学ぼう！インプラント治療～歯科医師とともに考える口腔ケア～
都民フォーラム当日は、厳しい暑さにも関わらず約 80 名の参加者をお迎えし、盛況の中、開催いたしました。プログラム終
了後に設けた個別相談ではインプラント治療を検討中の方だけでなく、すでに治療を受けて悩みをお持ちの方が熱心に相談さ
れている姿が印象的でした。 参加者に募ったアンケートでは、「定期的に開催してもらいたい」
「次回の都民フォーラムの開
催予定を知りたい」などの回答が寄せられ、インプラント治療への関心の高さを感じた一方で、インプラント治療に対する正
しい情報の不足も痛切に感じました。
【プログラム】
■第1部

・鈴木 真名 先生 （OJ 会長、 鈴木歯科医院 院長）
「臨床データに基づく歯科インプラント治療の安全性・有効性と注意点」
・松島 正和 先生 （OJ 常任理事、神田歯科医院

院長）

「健康長寿とインプラント治療 『噛む』を科学する」
■ 第２部

・河相 安彦 先生 （日本大学松戸歯学部

有床義歯補綴学講座教授）

「入れ歯とインプラント」
・勝山 英明 先生 （OJ 常任理事、福岡歯科大学

口腔医療センター教授）

「インプラント治療の現在、今後のインプラント治療」

・パネルディスカッション
「入れ歯とインプラント治療」
～今後、より納得した歯科インプラント治療を選択するには何が必要か？
パネラー： 鈴木 真名 先生、松島 正和 先生、河相 安彦 先生、勝山 英明 先生
座長： 木原 敏裕 先生 （OJ 特別顧問常任理事）
■ 個別ご相談（希望者５組）
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事後の活動：報道関係者対象セミナー
都民フォーラムの報告とインプラント治療の正しい情報を継続して提供するべく、
第 3 回目の報道関係者対象のセミナーを開催いたしました。
併せて参加の叶わなかった主要メディアへ、歯科インプラントに対する患者アンケート結果報告を
プレスリリースとして配信いたしました。
【第 3 回目】2013 年 10 月 17 日（木） ㈱モリタ
講演１：鈴木

真名（OJ 会長、 鈴木歯科医院

5 階会議室にて
院長）

「OJ について / 歯科インプラントに対する患者アンケート結果報告」
講演２： 中田

典光

先生 （OJ 正会員、なかた歯科医院

院長）

「歯を失う理由とインプラント治療について」

参考資料：報道関係者に公開したアンケート結果
【アンケート】 OJ 正会員と一般歯科医師の比較（抜粋）
● インプラント治療歴

● 2012 年の治療実績

無回答 2%

～ 1 年 7％

～ 10 年

それ以上
20％

12％

～ 15 年
24％

それ以上
62%

～ 100 症例 8％
～ 30 症例

～5年

それ以上

21％

16％

23％

～ 100 症例

～ 10 年
29％

～ 50 症例
11％

20％

～ 15 年

＜ OJ 正会員＞

それ以上 3%

無回答 8%

～ 50 症例
34％

～ 30 症例
21％

～ 10 症例
16％

22％

＜一般歯科医院＞

＜ OJ 正会員＞

＜一般歯科医院＞

【アンケート】 都民フォーラム参加者対象アンケート（抜粋）
● 参加者の年代

● インプラント治療経験の有無

無回答 3%
70 代
15%

20 代
15%

あり
15%
30 代 7%
40 代
10%

60 代
25%
50 代
25%

なし
85%

● インプラントのイメージ
＜治療経験者＞
・高い技術を必要とする。
・医師を選ぶ必要がある。リスクを充分
知った上で、やる事が大事。
＜治療未経験者＞
・よく噛める。見た目がきれい。
・今後、必要な治療法だと思う。
・良いこともあるが、万が一のリスクの事を考えると怖い。
・リスクがどの程度か不明。
・医師の技術レベルがわからない。

インプラント治療に関する相談窓口の設置に関しては、回答者全員が「あったほうがよい」と回答。
今後の OJ 都民フォーラムで、ぜひ聞いてみたいことを尋ねたところ、「次回の都民フォーラムの開催予定を知りたい」
「定期的に開催してもらいたい」などの回答が寄せられた。
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