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日本歯科医学会第 88回評議員会議事録 

 

○日 時 平成 24 年 7 月 24 日（火） 

     午後 2 時開会、同 3 時 47 分閉会 

○場 所 東京都千代田区九段北四丁目 1 番 20 号 

     歯科医師会館 大会議室 

○出席者 評議員 歯科基礎医学会 髙田 隆 外 58 名 

            役 員 学会会長    江藤一洋 外 29 名 

 

    ○会議の成立 

○議長（永田俊彦君） お待たせいたしました。定刻になりましたのでご着席願います。

評議員の先生方、お忙しいところをご参集いただきまして、まことにありがとうございま

す。これより氏名点呼を行います。事務局のほうで点呼をお願いいたします。 

（事務局氏名点呼） 

○事務局 議長にご報告いたします。評議員総数 60 名、出席評議員 59 名、欠席評議員 1

名、以上でございます。 

○議長（永田俊彦君） ただいま事務局より報告されたとおり、評議員総数 60 名、出席

評議員 59 名、欠席評議員 1 名でございます。したがいまして、日本歯科医学会規則第 18

条により本評議員会は成立いたしました。ただいまより第 88 回評議員会を開会いたしま

す。 

 初めに、本年 1 月 20 日に開催いたしました第 87 回評議員会後、日本歯科医学会評議員

選出基準に基づき、新たに評議員に選出された先生方がいらっしゃいます。お名前を読み

上げますので、お手数ですが呼ばれた方はご起立のうえお座りいただきたいと存じます。

1 番、髙田評議員、2 番、佐藤評議員、17 番、福井評議員、22 番、朝田評議員、23 番、

藤原評議員、34 番、柿木評議員、45 番、豊澤評議員、欠席ですね。以上の方々でござい

ます。 

 また、本日、予備評議員の方々がご出席されておられます。以下に述べますので同様に

お願いいたします。5 番、五十嵐評議員、10 番、柴原評議員、15 番、花田評議員、55 番、

中道評議員、56 番、安岡評議員、60 番、中原評議員、以上の方々でございますが、以上

の方々は事前に通知があり、事務手続きが済んでおりますことをご報告申し上げます。 
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    ○開会の辞 

○議長（永田俊彦君） それでは日程に従いまして、「開会の辞」を佐藤副会長にお願いい

たします。 

○佐藤副会長 皆様、こんにちは。東京は 5 月の寒さが戻ってきたかと思いますと、また

突然いつもの高温多湿の気温に逆戻りして、体調管理が大変難しい中、全国の皆様、ご公

務大変ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございます。 

 本日は本年度第 1 回目の定例評議員会でありますが、すでにご案内のとおり、本日の議

題といたしましては、日本歯科医師会の公益社団法人認定申請に伴う日本歯科医学会諸規

則の整備等に関する規則の制定、平成 23 年度学会会計収支決算、平成 23 年度第 22 回日

本歯科医学会学術大会会計収支決算を上程させていただきます。 

 どうか慎重なご審議を賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただ

きます。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。 

    ○議事録署名人の指名 

○議長（永田俊彦君） 次に「日程 2．議事録署名人の指名」をさせていただきます。1

番、髙田評議員（歯科基礎医学会）、47 番、富野評議員（北海道・東北地区）、以上 2 名の

評議員の先生方にお願いいたします。 

    ○報告 

○議長（永田俊彦君） ここで議場にお諮りいたします。日程では物故会員に対する黙祷

となっておりますが、日程を一部変更いたしまして「日程 5．報告」に入り、「(4)理事の

選任（変更）について」のご報告をお願いしたいと存じます。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） ないようでございますので、日程を変更して報告事項に入ります。

それでは「日程 5．報告(4)理事の選任（変更）について」のご報告を栗原総務理事よりお

願いいたします。 

○栗原総務理事 それでは、「報告事項(4)理事の選任（変更）について」をご報告いたし

ます。皆様方のお手元の資料番号 3、通し番号 35 ページ、青い表紙の資料の最終ページに

なります。日本歯科医学会規則第 9 条第 3 項の規定に基づきまして、歯科基礎医学会、日

本小児歯科学会、日本臨床口腔病理学会から指名理事の交替の申し出がございました。そ

れによりまして、歯科基礎医学会の大浦清先生が常任理事に、日本小児歯科学会の山﨑要
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一先生、日本臨床口腔病理学会の山口朗先生が理事に就任されましたことをご報告いたし

ます。なお、任期につきましては、学会規則第 9 条第 5 項の規定によりますと平成 25 年 3

月 31 日までとなりますが、この任期につきましては本日の第 1 号議案であらためてご提

案させていただくことになっておりますので、ご了承いただきたいと存じます。以上です。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。以上、ご説明のとおり、「日程 5．報告（4）

理事の選任（変更）について」のご報告をいただきました。引き続き、新しく理事になら

れました先生方のご紹介を栗原総務理事よりお願いいたします。 

○栗原総務理事 それでは、大浦清先生よりご紹介申し上げます。歯科基礎医学会より日

本歯科医学会理事（常任理事）として指名されました大浦先生は、歯科基礎医学会の理事

長であり、大阪歯科大学教授でいらっしゃいます。（拍手） 

 続きまして、山﨑要一先生をご紹介申し上げます。日本小児歯科学会より日本歯科医学

会理事として指名されました山﨑先生は、日本小児歯科学会の理事長であり、鹿児島大学

歯学部教授でいらっしゃいます。（拍手） 

 ありがとうございます。続きまして、山口朗先生のご紹介を申し上げます。日本臨床口

腔病理学会より日本歯科医学会理事として指名されました山口先生は、日本臨床口腔病理

学会の理事長であり、東京医科歯科大学教授でいらっしゃいます。（拍手） 

 どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。 

    ○物故会員に対する黙祷 

○議長（永田俊彦君） それでは、日程に従いまして会議を進めさせていただきます。「日

程 3．」物故されました会員の方々に対し、弔意を表し黙祷を捧げたいと存じます。では、

ご起立願います。それではご冥福をお祈りし、黙祷を捧げます。黙祷。 

 ありがとうございました。ご着席願います。 

    ○挨拶 

○議長（永田俊彦君） 続きまして「日程 4．挨拶」に入ります。江藤会長、ご挨拶をお

願いいたします。 

○江藤会長 皆さん、こんにちは。江藤でございます。本日は日本歯科医師会の大久保会

長にもご臨席を賜っております。ありがとうございます。本日の評議員会、分科会の先生

方と地区代表の先生方です。分科会の先生方は、江藤の話をまた聞くのか、昨日も耳にタ

コができていると。昔は右から左に抜けていたのがやっとタコになったと思っております

が、その点で学会の先生方、またかということをどうかご容赦いただきたいと思っていま
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す。口癖のように、歯科医学会というのは歯科医学の実力をつけるとともに、歯科医療に

貢献すると。 

 最近、一ついいことがありまして、大久保執行部になられてから、「生きがいを支える歯

科医療」と言われています。学会としてはこれをどう具現化するのかということです。一

つの例といたしまして在宅訪問診療です。要介護者の歯科治療は 30％ぐらいだと言われて

おります。これを伸ばすために在宅訪問診療機器の開発を大学の先生と企業でやる。それ

を今度は日歯、県歯で広めてもらう。3 年前から常任理事の佐々木先生を中心にそういっ

たことをやっておりましたが、今年、経産省の「課題解決型医療機器の開発・改良事業」

というのに申請して認可されました。そういったことで、いわば生きがいを支えるという

理念に対して学術的な根拠が与えられたと思っております。今後、そういったことをぜひ

もう少し多く具現化していきたいと思っています。 

 それからもう一つは、歯科口腔保健法が日歯をはじめ歯科界挙げて制定されましたが、

理念法でできたものをどういったかたちで予算化して、具現化していくのかというのが次

の課題でございまして、そこのところを学術的にどういったかたちで支えるのかというの

が学会の次の仕事です。 

 それから三つ目です。あまりご存じないかもしれませんが、スポーツ基本法というのが

制定されました。1961 年にスポーツ振興法というのができておりまして、そのときには歯

が入っていなかったんですが、去年制定されましたスポーツ基本法の中には歯が入ってお

ります。これも日歯の先生方、大久保先生をはじめ大変努力をされて「歯」という文字を

入れられた。スポーツというのはポジティブなイメージですから、これももちろんスポー

ツ歯科医学会を中心にどういったかたちで学会が支えていくのかというのが今後の課題で

ございます。 

 そういったわけで学会、少しずつ仕事をしておりますということを本日またあらためて

ご報告をさせていただきます。以上でございます。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。次に日本歯科医師会会長の大久保満男

先生にご挨拶をお願いいたします。 

○大久保日本歯科医師会会長 先生方、あらためまして、こんにちは。本日は通算第 88

回の学会の評議員会を開催されまして、大変ご多忙の中、また大変猛暑の中を全国各地か

ら先生方ご出席の下でこのように盛大に開催されましたことを、日本歯科医師会を代表し

て心からお喜びを申し上げます。 

 ただ、「お喜び申し上げます」というのは挨拶の慣用句でありまして、実際にはなかなか

厳しい課題がたくさんございます。特に今日の第 1 号議案でしょうか、私ども歯科医師会

は来年の 4月を目途に新しい公益社団に移行するために大変な苦労を重ねてまいりました。
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何とかめどがついて、まだ認可は下りておりませんけれども、その方向でいま申請の準備

を進めております。私がここで申し上げるまでもなく、それに伴う新しい学会のあり方と

して、今日の第 1 号議案で学会のほうの規則を直します。ただ、この規則を直したからと

いって問題がすべて解決するわけではなくて、これから新たに公益社団をとったあと、公

益社団としての日本歯科医師会と学会との新しい関係を構築していかなければなりません。 

 いま江藤先生が珍しく謙遜されて、少しずつ進まれるという表現をされておりましたが、

私は大変ありがたく評価をしておりまして、学会が立派に活躍をされ、私ども日本歯科医

師会の医療政策をアカデミックな、学問的な立場から支えていただいていることに本当に

感謝をしております。 

 この 4 月 1 日以降、公益社団という厳しい認定の組織、公益社団の規則をはずれると、

ときどき検査があって、だめだとつぶされてしまうという非常に厳しい認定の制度であり

ます。したがって、ここに移ったときに、先ほど申し上げましたように、どのように新し

い日歯と学会との関係を築いていくのか。これからたびたび議論をさせていただいて、本

当にいいかたちをつくる、それまで議論を積み重ねていかなければならないと思っており

ますのでよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それから、もう 1 点申し上げたいのはインプラントのことであります。これについては

もうすでに日本歯科医師会の見解を出して、都道府県および学会の先生方にも配布をして

おります。まだ目にしていない、見たいという先生がいらっしゃいましたら、学会にもも

ちろんありますが日歯にありますので、言っていただければ送付申し上げます。 

 これについては私からあえて申し上げることはありませんが、昨年の暮れに国民生活セ

ンターに寄せられた 1 年間の苦情でインプラントに対する苦情が非常に多かった。国民生

活センターというのは消費者センターの中にある国のセンターですから、年にいっぺん大

きな課題を取り上げて、それについて注意を喚起するという役割を持っておりまして、こ

れについてインプラントの苦情が急増したというふうにセンターは表現しております。学

会と日歯に対して善処を求めるという意見が提出されました。さらにその後各新聞が、事

故率が 5年間で 300件というふうなことを相次いで発表いたしましたので、それを受けて、

日本歯科医師会としては基本的な見解を出しました。これはお読みいただきたいと思いま

す。 

 大変危機的に思っておりますのは、インプラントはすべての歯科医がやっているわけで

はない。2 割とか 3 割といわれておりますし、中にはインプラントでなくてもいい、いま

の補綴の既存の方法で十分いける、自分はインプラントをしないと考えている先生もいら

っしゃる。それはそれぞれのお考えだと思います。ただ、たとえ少数の歯科の先生方が実

施しているとはいえ、やはり QOL を支える意味で有力な補綴の手段であるインプラント
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の評価がこういうかたちでどんどん低くなる。もちろん、やっていらっしゃる先生の大多

数はきちんとやっていらして成功していると思いますが、ほんのわずかでも失敗例が出て、

しかもそれが年々増えている、あるいは苦情が増えるということになりますと、日歯とし

て一番の危機感は、歯科医療そのものに対する信頼感が損なわれかねない。 

 したがって、今回は見解を出しましたが、実技も含めたスキルの向上というのは日本歯

科医師会のマターではございませんので、残念ながら、やろうと思ってもそれは組織とし

てできません。学会にぜひともその点をよろしくお願い申し上げ、私どもと学会とで連携

を取りながらやっていく。事故というのは防げない、ゼロにすることはできないと思いま

すが、ゼロにしたいという私どもの志といいますか、強い意志としての責任感だけは持ち

つつ、そういう苦情が増えていることについてはぜひともお互いに協力してなくしていく。

特に歯科医療の信頼感を損なわないように、逆に歯科医療は信頼に足る医療だといわれる

ような土壌をつくっていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。 

 もう 1 点最後に申し上げたいことは、今日の中にも在宅歯科医療の推進について学会が

大変努力していただくということは本当にうれしいことだと思います。ただ、いま大変大

きな話題となっている社会保障と税の一体改革の三党合意、今日もこれからご挨拶したあ

とすぐに抜けて議員会館に行きますが、いま私は三党の議員に、これはちょっと困るとい

う話をしております。それは、三党合意の中で社会保障を、自助を基本にしつつ公助と共

助で支えるという言葉が出てまいりました。私は、それは違うと言っております。 

 国民が自ら、たとえば私自身が自分のことについてはあまり国に頼らない、自分のこと

は自分でちゃんとやっていくという意志を示すのは、国民として自立自存という意味で大

事です。しかし、政府は国民から税金を取って、その税金を再分配する政策として社会保

障の中で国民皆保険制度を維持しようとしている。ましてや野田総理も世界に冠たる国民

皆保険制度と言っているわけですから、国民が言うならともかく、徴税権というきわめて

大きな権力を持っている政府が、社会保障について自助が基本だということを言ってはな

らない。あくまでも公助が基本です。私たちは国民の皆様から税金をいただいて、それを

社会保障維持のためにしっかりと使う。ましてや消費税をアップしていくときにその財源

を社会保障に使う。私たちが責任を持ってその再分配をします。したがって公助が基本で

す。そして、皆様がそれぞれ保険料を払う。これは皆で助け合う共助です。なおかつ最後

に残った自助、つまり病気になったときには自分でも一部負担金をお支払いください。私

はこれが順序だと思っております。 

 日本の医療は国策として行われております。先般も 1 枚で 1000 万点、1 億を超えたレ

セプトが出たそうです。歯科ではとても信じられない数字です。そういう高度な医療が行
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われている時代。しかし、この 1 億というレセプトを一部負担金にしたら 3000 万円にな

ります。もちろん高額医療費制度というのがあって、窓口で 300 万円の札束を積まなくて

もいいようにはなっていますが、もしこういう高額医療費制度で高額医療者を助けるとい

う制度がなければ、3000 万円という金額を窓口に積まないと命に代えられない。つまり

3000 万円が用意できなかったら死んでも仕方がない。そういうことは医療であってはなら

ないというのが、私は社会保障制度の根幹だと思います。 

 したがって、この訪問診療、在宅診療を国の制度として、国のインセンティブをつけて

やろうというふうに考え、その決断をする。それが最も基本的なことであり、それに対し

て私ども医療提供者がどのように協力をし、自らどのような政策を打ち出せるか、そして

どのようにそれを実施していくのか。それが私どもの責任だと思っておりますので、これ

からもいろいろな党の責任者に会って、そこをしっかりと、国の責任は明確にしてくださ

い、それと同時に私たち医療提供者もきちんとした医療を提供することによって自らの責

任を果たしますと。それぞれの立場でそれぞれの責任を果たしていくことが最も大事だと

思っておりますので、そのことをぜひ先生方の胸に置いておいていただきまして、在宅医

療についての議論も活発に進めていただきたい、そう願っております。 

 最後に、まだまだと思っておりました歯科医学会総会がいよいよ間近に迫ってまいりま

した。私どもも最大限のご協力をいたしますが、この総会が盛大に開催され、また無事に

終了することを祈念いたしまして、私からのご挨拶にさせていただきます。これからすぐ

に議員会館のほうに出なければいけません。いつもしゃべって、さっと消えてしまって大

変恐縮でありますが、お許しをいただきたいと思います。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（永田俊彦君） 大久保先生、ありがとうございました。続きまして、本年 11 月

に開催されます第 22 回日本歯科医学会総会の会頭でいらっしゃいます大阪歯科大学理事

長、学長、本学会常任理事の川添堯彬先生にご挨拶をお願いいたします。 

○川添会頭 私、第 22 回総会会頭の川添でございます。ただいま大久保会長先生からも

げきと支援の声をいただきましたが、ここではこの第 88 回評議員会の貴重な時間を少し

頂戴いたしまして、会頭として一言ご挨拶をさせていただきたいと存じます。 

 先生方の前でご挨拶をさせていただきましたのはずいぶん以前のような気がいたします。

まだ寒さ厳しい 1 月のことでございまして、そのときの評議員会以来 6 カ月ぶりとなって

おります。それから寒い冬を越えまして春、そして夏と季節は移り変わりましたが、この

間も総会の準備委員会は絶え間なく、休むことなく大会の準備に汗を流してまいりました。 

 皆様ご存じのように、3 月に予報プログラムを発行いたしました。4 月 2 日からは事前

参加登録を開始いたしました。そして、来月 8 月中旬には、日歯雑誌の特集号といたしま

して最も詳しい事前抄録集をお届けすることになっております。 
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 すでに予報プログラムでご確認いただいているかと存じますが、大きなトピックスとし

ましては、開会講演の演者といたしまして、例の iPS 細胞の研究で世界に名を馳せておら

れノーベル賞の最有力候補との噂も高い、京都大学の山中伸弥先生をお招きいたしまして

ご講演をいただくことになっております。また、学術プログラムではメインテーマを「お

口の健康 全身元気」ということに則しまして、非常にすばらしい発表演題をたくさんい

ただいて用意しております。 

 また、今回の大会におきましては、これまで以上に歯科医師会の先生方が大会の企画な

らびに運営に積極的に参画しておられます。特に一般の方々向けの公開フォーラム、ある

いは府県民イベントでは、大阪府歯科医師会および近北地区歯科医師会が主体となりまし

て鋭意準備、組織だって活動を行っていただいております。さらに、今回の最大の目玉で

あります各分科会が独自に企画、運営しました分科会プログラムがございます。これもデ

ンタルショー会場と同じ施設内のインテックス大阪の一つの大きな場所を借りて実施され

ます。 

 このように、第 22 回大会では参加者の興味を引く、多種多彩で充実した内容になって

おります。どうか皆様、ぜひとも 8 月に発行します事前抄録集でプログラム内容の詳細を

ご確認いただきますとともに、いまだ事前参加登録をお済みでない先生方はお早めの手続

きと周りの方々へのお誘いを何卒よろしくお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、総会準備委員会は 2 年余り前の平成 22 年 4 月に設置されて以来

今日まで、歯科界の今後ますますの発展を祈り、大阪から新しい息吹を吹き込み活力を与

えたいとの強い思いを持って準備を進めてまいりました。11 月 9 日まで残り 108 日と会

期が迫る中で、準備委員会では大会の成功を期し、これまで以上の緊張感を持って全力を

傾注し、最後の詰めの作業を行ってまいる所存でございます。何卒ご支援、ご協力を賜り

ますようお願い申し上げまして、簡単でございますが、私の挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。（拍手） 

○議長（永田俊彦君） 川添先生、ありがとうございました。 

 

    ○報告 

○議長（永田俊彦君） それでは「日程 5．報告」に入りたいと存じます。まず「（1）一

般会務報告」を栗原総務理事よりお願いいたします。 

○栗原総務理事 それでは「一般会務報告」をさせていただきます。本日の資料の 3 ペー

ジをお開けいただきたいと思います。平成 24 年 1 月 20 日から 7 月 23 日までの間の会務

報告でございます。 
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 1 月 20 日は第 87 回評議員会を開催いたしました。同日、学会第 2 回新歯科医療機器・

歯科医療技術産業ビジョン WG を開催しております。本日、先生方の机上にも「平成 24

年版 新歯科医療機器・歯科医療技術産業ビジョン」の冊子をお配りしているかと思いま

すので、ご覧いただければと思います。これは平成 19 年に「歯科医療機器産業ビジョン」

として出したものの改訂版、24 年度版ということになります。 

 4 ページをお開けいただきまして、2 月 9 日には厚生労働省からの受託事業／災害対応

医療班の第 1 回の会議を開催しております。2 月 10 日から 11 日にかけまして、第 2 回

GL 作成講習会を開催しております。これにつきましては、第 3 回を 3 月 23、24 日に開

催しているところです。続きまして、2 月 29 日に第 4 回英文雑誌編集委員会を開催してお

ります。3月 2日に第2回厚労省の受託事業の班長会議を開催させていただいております。

3 月 16 日に学会の第 8 回常任理事会を開催しております。同日、新規登録認定分科会に対

する説明会を開催しております。 

 今年度に入りまして、4 月 16 日に第 1 回英文雑誌編集委員会を開催させていただいてお

ります。4 月 20 日に第 1 回常任理事会と第 1 回理事会を開催いたしました。4 月 26 日か

ら 28 日にかけまして、日中歯科医学大会 2012 を中国・成都市の四川大学華西口腔医学院

をメイン会場として開催いたしました。これに関しましては先生方の多大なご協力をいた

だきまして盛会裏に終了したということです。5 月 11 日に第 1 回学術研究委員会、5 月

22 日には今年度の第 1 回厚労省受託事業班長会議を開催しております。6 月 8 日に学会第

2 回常任理事会を開催いたしました。 

 7 ページ目、6 月 15 日に平成 24 年度日本歯科医学会ワークショップを開催いたしまし

て、専門分科会、認定分科会の代表者に参加していただき、「歯科医療技術に関する評価の

総括」ということで荒木副会長を中心にワークショップをさせていただきました。6 月 18

日は第 1 回ライブラリー収載部会、6 月 19 日は第 1 回学術講演委員会を開催しておりま

す。6 月 25 日に第 1 回学術研究事業打合せを開催しまして、平成 24 年度、今年度のプロ

ジェクト研究課題の選考をいたしました。 

 8 ページ目、7 月 4 日、先ほど大久保会長からも少しご案内がありましたように、歯科

インプラント治療に関していろいろと取り上げられているところですが、日本歯科医学会

として共通の Web コンテンツ作成ということで、幹事学会として日本口腔インプラント学

会を中心に共通のコンテンツ作成をスタートしております。7 月 10 日に第 3 回の常任理事

会を開催しております。 

 9 ページ目をご覧いただきまして、資料 1②でございます。今年度の諸会議開催予定が

リストアップされております。本日 7 月 24日は第 88 回評議員会でございます。それ以降

の予定をご確認いただければと存じます。 
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 10 ページ目、資料 1③ですが、平成 24 年度専門分科会の総会一覧表でございます。 

 1 枚めくっていただき 11 ページ、資料 1④は今年度の認定分科会の総会一覧表でござい

ます。 

 12 ページ目、資料 1⑤は予告でございます。ご存じのように、認定分科会登録は毎年お

受けしているところですが、今年度も 8 月 1 日から認定分科会の登録申請をお受けいたし

ます。予告でございます。 

 14 ページ、資料 1⑥ですが、平成 23 年度日本歯科医学会の会務報告でございます。各

事業ごとにまとめてございますので、後ほどご確認いただければと存じます。 

 以上で一般会務報告を終了したいと思います。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。続きまして「（2）第 22 回日本歯科医

学会総会準備状況報告」を準備委員長の田中昭男先生よりお願いいたします。 

○田中準備委員長 それでは第 22 回日本歯科医学会総会の関係の報告をさせていただき

ます。お手元の資料の 33 ページ、資料 2 をご覧いただきたいと思います。平成 24 年 1 月

20 日から 7 月 23 日までの分でございます。 

 まず 2 月 9 日に大阪府歯科医師会との打ち合わせを行いまして、公開フォーラム、府県

民イベントについて協議をいたしました。2 月 13 日には第 10 回常任委員会を開催いたし

ました。3 月 21 日に登録に関しまして第 1 回の部会を開催いたしております。この登録に

関しましては、4 月 2 日から始まりまして 9 月 3 日まで事前登録を受け付けております。 

 34 ページ、4 月 10 日には第 11 回常任委員会を開催いたしております。同日、第 1 回記

者会見を開催いたしました。それから、6 月 8日には第 12 回常任委員会を開催いたしてお

ります。7 月 3 日、登録は現在行っているところでございますが、いまいち出足がよくな

いというところです。それで、お手元の机上配布の資料で 2②の資料がございますので、

それをお目通しいただきたいと思います。 

 １枚目ですが、6 月 30 日現在での登録状況でございます。現在、同伴者を含めまして

473 名です。同伴者を除きますと 3315 名の事前登録をいただいておりますが、そこの円

グラフをご覧いただきますと、約半数、50％が日本歯科医師会で、1700 名ぐらいの先生

方がご登録いただいています。それから、専門分科会が約 20％ですので 660 名ぐらい、

一つの分科会に相当するところですが、分科会は 40 ございますので、今後さらに登録し

ていただけるものと確信いたしております。 

 もう一つ、机上配布の資料「各分野・講座教授各位」というものです。各大学におかれ

ましてはこういう案内をお出しいただきまして、大学の先生方に登録の推進をお願いした

いと思います。 

 それから、あと 2 点追加でございますが、この盆明けにメールマガジンを配信いたしま
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す。それは各専門分科会、認定分科会、各都道府県歯科医師会宛ですが、この 8 月に出る

事前抄録集の内容をメールマガジンで配信をして、さらに事前登録の推進を各所属の会員

の方に周知をお願いするというご案内をこの盆開けにやりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 もう 1 点は、この 22 回総会の会場におきまして各大学の紹介ブースを設けることにな

りました。国際会議場の 3 階に受付がありますが、その受付の近くで各大学のブースを設

置いたします。これのご案内はこれから 29 大学にお出しいたしますので、奮って応募を

していただきたいと思います。ただ費用がちょっと発生いたしますが、よろしくお願いい

たします。 

 先ほど会頭が言われましたように、総会まであと 108 日しかございません。事前登録の

目標は 2 万ですのであと 1 万 6000、ぜひとも先生方のお力添えによりまして登録の数を

増やしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございまし

た。（拍手） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。事前登録者がまだ 4000 人少しだそう

で、ご協力をよろしくお願いいたします。続きまして「（3）会計現況報告」を山﨑常任理

事よりお願いいたします。 

○山﨑常任理事 本日配布の資料でございます。「勘定科目残高一覧」という項目で両側に

書いてあると思いますが、来年度より公益社団法人の予定でございますので、今年度より

二重の会計基準で行っております。そのためにソフトを新しいものに替えておりまして、

新法人移行と同時に、予算も決算も正味財産増減計算書のかたちで出すということになっ

ております。昨年の決算がやっと終わりまして、いま新しいソフトをどういうふうに改良

しようかということも含めまして検討中でございますので、今日はこれをもちまして説明

させていただきます。 

 まず左側が学会分でございます。一番右端の項目で当月残高という欄を見てください。

7 番目ぐらいに、収支計算書でいえば収入にあたります経常収益計というのがありまして、

94 万 2245 円と書いています。これが収入です。中段下の事業費合計が 1653 万円、5 行

ぐらい下に管理費合計が 475 万円とありまして、これがいわゆる支出でございます。これ

が経常費用の合計ということで、6 月までに 4、5、6 分で 2129 万円とあります。収支で

いきますとマイナス 2034 万円です。学会にはいわゆる正味財産がございまして、それが

期首残高、4 月 1 日時点では 6 億 2509 万円ありましたので、それから差し引きますと 6

月末の正味財産が 6 億 474 万円ということになります。 

 続きまして、右の学術大会分を説明いたします。学術大会分も同じように右端の当月残

高をご覧ください。いわゆる収入でございます経常収益、基本的には広告収益費とかがあ
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りますが、その合計が 787 万円、支出にあたります費用が、事業費と管理費で経常費用の

合計ということで 759 万円という数字になっております。それで同じように計算をしてい

きますと、現時点では 3530 万円の残金、正味財産が残っているということになります。

どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。続きまして江藤会長より「（5）会長報

告」をお願いしたいと存じます。パワーポイントを使ってご説明されます。 

○江藤会長 それでは会長報告をさせていただきます。先ほど申し上げましたように、分

科会の先生方、もう 3 度目、5 度目という先生方がいらっしゃると思いますが、ご容赦い

ただきたいと思います。 

 これは、先ほど田中先生からご報告のあった総会の件です。登録料はすでにお納めいた

だいておりますから無料でございます。 

 さて、日本歯科医学会の存立の理念ですが、これは規則第 2 条で、毎回申し上げている

ことでございます。この重点計画 5 項目、これは当初から変わっておりません。軸足をぶ

れさせることなく、よく言われます「継続は力」といった信念の下にやってまいりました。

歯科学会の役割は、報告書を出すとか、提言をして終わりということではなくて、報告書

にしましても、提言にしましても、そこが始まりである。2 億 6000 万円の予算を使って、

学術に関する施策を具体的に実現することだというふうにしてやってまいりました。 

 先生方、お手元に資料がおありですので、画面は少し見にくいですから、お手元の資料

もご覧いただきたいと思います。 

 「1．歯科医療への学術的根拠の提供体制」ですが、中医協から医療技術評価が 2 年置

きの診療報酬の改定ごとに歯科医学会に参ります。この診療報酬改定に伴う学術的な根拠

というのは、一番下の分科会、ないしは診療所の研究成果といったものを集約したものが

プロジェクト研究、ないしはガイドラインです。こういった根拠を基に各分科会にアンケ

ートのかたちでお願いして、評価・提案書を作成します。 

 タイムスタディのほうは歯科医療のコスト計算で、24 年度から初めて導入しましたが、

これは診療所、大学病院にお願いしてデータを集めてございます。こういったもののいわ

ば学術的な根拠の集積によって、評価の裏付けをつくる、ないしは先進医療の裏付けをつ

くる。そういった作業でございます。 

 これの背景ですが、平成 18 年に医療制度改革が行われました。このときに学術的根拠

に基づく医療の推進。実は、それより 4 年遡る平成 14 年に厚労省の案が出ました。その

ときからすでに医科のほうは診療ガイドラインの作成に厚労省の予算が付いておりますが、

歯科は付いておりませんでした。こういった医療制度改革に基づいて、平成 24 年でいえ

ば、23 年 3 月に歯科医学会に歯科医療技術の評価・再評価の依頼が参ります。3 月に来た
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ものを 6 月に中医協に歯科医学会から提出いたします。9 月からは日本歯科医師連盟と日

本歯科医師会の両者で政治折衝に入って、23 年末に診療報酬の上げ幅、ないしは下げ幅が

決まるわけですが、そのあと今度は 1 月から 3 月までは日歯を中心に配分がされます。そ

ういったわけで、日歯、連盟と歯科医学会というのは、この平成 18 年を機に各組織の役

割分担が明確になったわけでございます。 

 この中医協からの依頼を受けるのは歯科医学会ですが、その中心になるのがここにござ

います歯科医療協議会です。これは何をするところかといえば、診療報酬の適切な評価の

ための基準づくりを行うところです。主にタイムスタディの調査の実施とか、ワークショ

ップの開催ですが、このワークショップに各分科会の社会保険委員会の方々がお集まりい

ただいています。これは各分科会からの提案を協議することになっております。ただ、外

保連は各分科会の間でもって、この技術はどうか、たとえばこの技術はこういった機器が

出てきているから技術の難易度は下げてもいいのではないかといった、かなり厳しい議論

が行われますが、歯科医療協議会、このワークショップではまだそこまではいっておりま

せん。ただ、このワークショップはほかの関係団体からも大変評価をいただいております

ので、学術的に厳しい協議が行われますように、今後は活発化を図っていきたいといった

ところでございます。 

 それから、先進医療につきましては、残念ながら歯科は少ない。これを促進して保険医

療の導入への筋道をつけるというのが課題です。 

 三つ目のプロジェクト研究ですが、歯科医療技術をいち早く歯科医療現場に導入すると

いうのがこのプロジェクト研究の趣旨でございます。 

 それから、先ほど申し上げました外保連のタイムスタディですが、ここに診療報酬に関

する外保連試案と出ています。手術料のうちの人件費部分、これは技術料でございます。

それから協力者数。これは看護師等です。それから所要時間。こういったものを科学的に

算出したものです。さらに今後外保連は、人件費のほかに、消耗品、設備費の減価償却費

といったものを入れる予定と聞いております。歯科医療協議会としてはこういったことも

取り入れながら、より活発な活動をしていきたい。 

 このタイムスタディは初めてではなく 2004 年に行われておりますが、診療報酬の改定

に実際に使われましたのは今回初めてです。これは日歯を通して、開業医の先生方 216件、

大学病院 29 件に依頼をしています。これがタイムスタディでございます。 

 それから、プロジェクト研究ですが、お手元の資料をご覧いただきたいと思います。平

成 19 年から始まっています。この成果は何かということですが、たとえば最初の顎関節

症の診療ガイドラインに関する研究でいいますと、歯科薬物療法学会、顎関節学会、歯科

放射線学会、補綴歯科学会といったように、各分科会が共同で作業していただく。ですか
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ら、各分科会が連携してこのようなかたちの体制をつくれたということは、各分科会のご

協力の賜物でございます。これを本年 24 年度まで続けています。 

 それから、次が診療ガイドラインです。これはどういう仕組みになっているかというこ

とですが、右側の一番下は各分科会作成の診療ガイドラインです。平成 14 年に医科のほ

うは予算が付いて走り始めたにもかかわらず、平成 18 年の時点でも、歯科のほうはガイ

ドラインが 1 個しかなかった。これでは本当に立ち後れてしまうということで、各分科会

は独自に準備をされておりました。 

 もう一方で、それだけでは十分でないから歯科医学会でこういったものをつくってほし

い。そういったかたちでやったものが、歯科医学会のほうの作成を要望したガイドライン

です。これを歯科医学会のライブラリー収載部会にかけて、ガイドラインとしての要件を

満たしているかどうかということを審査して、歯科医学会のライブラリーという傘の下に

置く。この玉ねぎのほうは、技術的なものが多いから医科のほうには持っていくまい。四

角のほうは、医科との共通の Minds にも収載してもらおう。そういった仕分けをしてござ

います。 

 現在のところ、収載が 20 編です。これも先ほどの平成 18 年の医療制度改革に基づくも

のだということを、先生方、確認をしていただきたいと思います。Minds のほうは 10 編

です。ここに診療ガイドラインの 12 編と出ています。赤字で示しました三つにつきまし

ては、先ほどのプロジェクト研究の中でガイドラインの作成とありますが、プロジェクト

研究の発展したかたちとしてガイドラインが作成されています。こちらのほうは、Minds

以外の、いわば技術的なものを含めた指針等でございますが、赤字のほうはプロジェクト

研究の次の段階としてのガイドラインといったことで作成されたものです。 

 さらにもう少しガイドラインをつくろうではないかということで、この歯科保険医療情

報収集等事業、厚労省の事業ですが、ここから 3700 万円の予算を取りまして、1 番目が

インプラントです。2 番目が院内感染、3 番目が偶発症。この三つはガイドラインの作成

です。それから、大規模災害時の歯科保険医療の提供体制の構築。これはマニュアルの作

成。こういったかたちでさらにガイドライン等を増やしていこうといったことです。これ

の組織図というのがここに出ています。 

 それから、重点計画の歯科医療への学術的根拠の提供における今後の課題です。一つは

近未来歯科保険医療の展開と書いてありますが、外保連のような試案作成というのは、タ

イムスタディに基づくコスト計算を含めて、もう少し学術的な根拠を強くしていこう。し

かも、各分科会の間の議論をより厳しい、活発なものにしていく。外保連のほうは 20 年

以上かけてそういった組織をつくっています。それで、医療技術の評価・再評価の作成に

向けて、少なくとも 10 回以上は会議をもちましてこの試案をつくっていく。 
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 もう一つの課題は、中長期歯科保険医療の学術的根拠の構築でございます。たとえば 2

兆 5000 億円の歯科医療費を 4 兆円ないしは 5 兆円にするには、これは政策的なものです

から日歯、連盟の仕事ですが、それの学術的な根拠といったものはどういったことなのか。

そういったことも一つの課題であろうと思います。 

 それから、二つ目の医療サービスの産業化への対応でございます。これは経産にヘルス

ケア産業課ができました。ここが医療サービスの産業化、いわば保険医療以外のところの

産業化に向けて、国内だけではなくて医療の国際化推進も進めております。こういったこ

とに対して、歯科はどういった対応を取るべきかといったことを考えなければならない時

期に来ていると思われます。 

 それから、次の重点課題は歯科医療技術革新の推進でございます。ここにありますよう

に、目的は新規の器械・材料・薬剤の保険医療への導入体制をどうやって道筋をつけるか。 

 ①にございますように、医療機器産業ビジョンの中に歯科が入れてもらえなかったとい

うことで、歯科医療機器産業ビジョンというのをつくりました。これは今回 24 年度も改

訂しております。ですから、国の医療機器の政策について歯科側からいつでも発言できる

内容と資料を備えたということです。 

 ②承認・認証の迅速化の促進ですが、国がどういうことをしているかといいますと、審

査期間の短縮と経費の節減です。たしかに審査委員は増やしたのですが、質がなかなか思

うように上がらないということで、今回、ここにありますように「革新的医薬品・医療機

器の安全性と有効性の評価法の確立・人材の育成」で約 12 億円、それから「革新的医薬

品・医療機器の承認申請のガイドラインの作成」で 3.7 億円、約 15 億円を投入しており

ます。それでもってどういうことをやるかといいますと、大学等というのは研究所等、そ

れから国立医薬品食品衛生研究所（NIHS）および PMDA との人材交流を行っております。

歯科はこれには単独では入れませんでしたが、医科と一緒になって入ったところがござい

ます。これは、歯科の器械・材料という特性を考えれば、もうちょっといってもいいので

はないか。どういった働きかけをするかが今後の課題です。 

 ③治験体制ですが、治験 5 カ年計画が終わりまして、ポスト治験として臨床研究体制の

整備が現在行われております。この中で国は臨床研究の中核病院に 34 億円投入しており

ます。それから、国際水準の臨床研究中核病院を全国 5 カ所、3 年で 15 カ所、1 カ所だい

たい 6 億を入れて整備をしておりますが、残念ながら、歯科はこの中核病院に入っており

ません。どういったかたちでここに指定された中核病院に歯科が入るかというのは、水面

下で働きかけをしておりますが、キーワードが「難病」ということでなかなか難しい状況

です。これを何とか切り口を見つけたいというのが現状でございます。 

 それから、歯科医療技術革新推進の 3 番目は在宅歯科医療機器・材料の開発です。この
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資料は 2001 年ぐらいでちょっと古いのでいまは 30％を超えていると思いますが、要介護

者のうちのだいたい 27％、60％弱がまだ歯科診療を受けていないというデータでございま

す。それではこの 60％をどうやって減らせばいいのかということで、在宅の器械の開発を

行おうと。 

 ここに 8 項目のグループができておりますが、3 年前から大学と企業でこういった開発

グループを設けてやっておりました。今年になりまして、先ほどご挨拶で申し上げました

ように、経産の金を 1 億 8000 万、年間 6000 万を投入しようということです。 

 このプロジェクトのいいところは、企業と大学で開発したものを日歯、県歯によって普

及する。経産のプロジェクトの場合には、市場、マーケットを見せないとなかなか通して

くれないのですが、これは日歯、学会、商工協会という 3 者の連携の非常にいいモデルと

なっています。学会では佐々木常任理事を中心に展開しております。 

 この要介護者診療に関する課題でございますが、器具の開発がある程度めどがついた段

階で、たぶん診療ガイドラインの作成が必要だろう。これは学会側です。それから、要介

護者歯科診療研修マニュアルの作成と研修の実施というのは、日歯の役割ではなかろうか。

それから、四つ目の在宅訪問診療機器の海外展開というのは商工会の課題である。こうい

ったことが次の課題です。 

 それから、重点計画 3 番目の専門医制度のあり方ですが、これはアメリカ等とは違いま

して、どういうかたちで専門医というものを歯科保険医療制度と共存するかたちにするの

か。これが非常に大きな課題でございます。ですから、医科のほうでも日本専門医制評価

認定機構を立ち上げましたが、これもまだ問題がございます。 

 こういった問題のほかに、先ほど大久保会長のご挨拶の中にございましたように、イン

プラント等に関する関心が社会的に非常に大きくなっています。インプラントの専門医は

どうするのか。そういった問題も喫緊の課題でございます。それから、ごく最近では顎関

節の専門医の問題について、耳鼻科の見解が出てございます。それもどういったかたちで

対処していくのかということも大きな課題です。 

 こういったものが現在対応中でございます。しかも、国としましては、専門医のあり方

に関する検討会を厚労省が立ち上げまして、その中間まとめですが、①というのは第三者

機関を速やかに設置すべきというものです。実は先ほど申し上げましたように、日本専門

医制評価認定機構というのは、医科のほうの学会が会費を出して法人にしてありますが、

ここでは学会寄りすぎるからもうちょっと中立なものをつくるというのがこの第三者機関

で、ここにございますように、この機関でもって医師養成の仕組みをコントロールするこ

とを検討すべしと。 

 それから、三つ目にございますように、専門医の認定基準、養成のカリキュラムもこの
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第三者機関でつくれということ。四つ目は、国民も参加できるようなかたちにしろという

もの。五つ目は、基本領域の専門医について、これは内科を指しているのだと思いますが、

総合力を持った専門医を養成するという視点が必要ではないか。これは、総合専門医とい

ったかたちがちらちら出ておりますが、こういったことを考えろというのがこの中間まと

めです。ですから、国がこういったことを検討するということは、歯科のほうでもこうい

ったことに対処することが必要であろうと思われます。 

 次は歯科医学未来構想の構築ですが、もとはといえば①にございますように、入学定員

割れとか医学部定員増といったことで歯科の人材がかなり劣化しつつあるのではないか。

もう一つは歯科医学研究の国際競争の激化。数だけでわからないですが、たとえば IADR

でいえば、会員数がアメリカに次いで日本は 2 位だったのが、今回は 3 位、ブラジルが 2

位にのし上がってきた。ややもすると、中国も割り込んでくるのではないかといった状況

にある。 

 それで、歯科医学の研究拠点といいますか、集約化したかたちの拠点が必要なのではな

いか。歯科医学会はいわば支えの役割で、後ほど古谷野先生からご挨拶をいただきますが、

学術会議ないしは先端歯学国際教育ネットワークといった集まりと共同して、学術会議か

ら一番下にございますマスタープラン、これは予算の要求ですが、初めて歯科が学術会議

の予選を通過しまして、これが文科省にあがってございます。 

 ただ、それでもって予算が付くという簡単なものではございません。ここにございます

ように、生命科学分野だけでも 5 項目出ています。付くところは数億から数十億の予算が

付きますが、前年度にもスタンバイしているというか、予算が付かないで待っているとこ

ろがあります。 

 ただ、ここで見ますと、ノーベル賞級の先生方が申請しているプロジェクトの中に入っ

て、歯科の先進歯学研究拠点の形成の評価は b・b です。どういった評価かというと、た

とえば評価①ですと、研究者コミュニティの合意とか、計画の実施主体といったこと。評

価②は緊急性、戦略性、社会や国民の理解。そういったことの総合点が b ということです。

ですから、これはいま引き続き関係省庁、文部科学省に要求をしていくといった時点でご

ざいます。 

 それから国際連携ですが、もう日中歯科医学大会はなくせという声は十分承知しており

ます。ただ別のかたちでもって、いまのように歯科医師会、歯科医学会の負担でやるので

はなく、いわば会員の持ち寄りでやるといった方向も今後考えられます。大事なことは、

中国とやめたということになりますと、中国はすぐに ASEAN、韓国に手を出しまして、

そこでグループをつくってしまうという危険性があるために、それをどういったかたちで

日本がイニシアチブを取るかといったことが課題です。 
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 もう一つは、IADR という世界的な規模の学会における日本の発言力をもう少し強めて

いこう。それには、IADR の日本部会である JADR とこの歯科医学会が連携して、もう少

し若手を国際舞台に送り出していこうというのが課題です。いまそれをすでに JADR と検

討しております。ですから、今回のブラジルでの IADR の大会にはできるだけ多くのビジ

ネスミーティング、その領域の方向性を決めるミーティングにできるだけ参加してもらう。

そして、そこの意見をくみ取ってきて、国内に反映させて、それで国内から若手を送り出

していく体制をつくろうではないか。そういった段階でございます。 

 最後が学会機構改革でございます。分科会と歯科医学会の関係ですが、歯科医学会はあ

くまでとりまとめ役です。各分科会から研究成果をいただいて、それでもって歯科医療、

ないしは歯科医学の取りまとめを行う。いままでは補助金だったものをもし別表示にする

場合には、これは研究委託の関係になる。ですから、歯科医学会のほうから各分科会に研

究委託をする。ないしは、競争的資金として配分する。それから、各分科会のいわば質の

管理というか、認証承認ですね。これは歯科医学会が責任を持って行う。そういった方向

かと思われます。 

 国民行政との関係ですが、国民からのいろいろな調査研究依頼、それに対する成果の発

信。これも各分科会にいろいろな調査研究を割り振って、お願いして、それを取りまとめ

るのがこの歯科医学会でございます。 

 それから、日本歯科医師会との関係ですが、調査研究受託を歯科医師会からいただいた

うえで、その成果の答申というかたちで連携協力関係が成り立つ。そういうふうに考えて

ございます。この予算等につきましては、もう少し具体になりましたらまたご報告をさせ

ていただこうと思っております。 

 ここにございますように、日本歯科医学会を別法人にする場合の堅持すべき事項としま

しては、一つ目が、日本歯科医学会の中立性の堅持です。日歯特別会計によって国民と日

歯から中立が担保されております。 

 二つ目が、日本歯科医学会と日本歯科医師会の連携協力体制の強化ですが、二つの組織

が相互に理解、相互に信頼、相互に協力することを旨として、相互に信頼し合える関係を

構築する。人事交流等、組織間の協力体制を維持・強化して、歯科界全体の発展に寄与す

る。 

 三つ目が、歯科医学会の財政でございます。基本は社員です。社団になった場合には、

専門分科会および認定分科会会員として、社員は会費を納入することが建前です。これに

よって社員の権利と責任が生じるというのが原則です。これによって中立性が担保される。 

 何度も申し上げますが、各分科会にしましても、これはわれわれの先輩たちが研究会か

ら手弁当で立ち上げています。そのことを思えば、最大限の節減の見直しを行って、いわ
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ば身の丈に合った学会運営を行う覚悟が必要であると考えております。 

 終わりにですが、日本歯科医学会の今日の発展がありますのは、日本歯科医師会、中原

實会長と、日本歯科医学会、その当時の白数美輝雄会長の英断によって、日本歯科医学会

の中立性と独立性が保持されてきたおかげでございます。お二人の大先輩と、日本歯科医

学会をこれまで財政的に支えていただいた日本歯科医師会の会員の皆様とに、あらためて

この席を借りて深く感謝を申し上げたいと思います。 

 それでは、この機に日本歯科医学会をどのような組織にしていくかでございます。日本

医学会、日本薬学会は法人を担うことが決まっておりますが、この例を引くまでもなく、

日本歯科医学会は各分科会を取りまとめ、歯科界を学術の面で支えて、国民に歯科医学を

認知してもらうために必要な組織であると思っております。いま歯科界が国の内外におい

て直面する困難を乗り越えて、次の時代を開くためには、日本歯科医学会をさらに強い、

団結力、機動力、連携力のある組織にして、学術のオールジャパンを目指してまいりたい

と思っております。評議員の皆様方のご理解とご支援のほどよろしくお願いいたします。

以上でございます。 

○議長（永田俊彦君） 江藤先生、ありがとうございました。続きまして、古谷野理事よ

り「（6）日本学術会議報告」をお願いいたします。 

○古谷野理事 それではご報告申し上げます。現在、日本学術会議は第 22 期でございま

して、これは昨年の 10 月から 3 年間の期間、任期で動いております。現在、歯科領域か

らの会員は戸塚北海道大学名誉教授、山口朗東京医科歯科大学教授、それと私、古谷野が

務めております。また、実際は臨床医学から推薦されて会員になっております東京大学の

口腔外科の高戸教授も、歯科関連ということで歯科関係の委員会でご尽力をいただいてお

ります。 

 歯科部門は歯学委員会、これは委員長が戸塚先生ですが、その下に基礎系歯学分科会、

臨床系歯学分科会、病態系歯学、歯科医学教育、歯科医療制度といった分科会がございま

す。今期は、超高齢社会における歯科医学・歯科医療ということを基盤として、各分科会

で一定の提言報告をまとめるべく活動を進めております。 

 現在は進めている途中ですのでまだ成果といったものはございませんが、活動の一つと

して、山口朗先生が委員長を務めておられます基礎系歯学分科会で、この 9 月に開催され

ます歯科基礎医学会のときに、合同で「超高齢社会における歯科部での基礎研究」という

シンポジウムを開催する予定でございます。 

 また、学術会議本体の活動としましては、この医歯薬系、あと理学部の生物系等も含め

ますが、第 2 部というところに所属しておりまして、第 2 部の夏部会が 8 月 3 日に仙台で

開催される予定でございます。 
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 それから、先ほど江藤会長からご報告がありました学術研究の大型プロジェクトに関し

ましては、会長のご報告のとおりですが、来年度も引き続き予算措置がされる可能性があ

るというふうに聞いております。以上でございます。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。続きまして、「（7）その他」の報告事

項として、本年度の学術講演会について一戸常任理事より報告をお願いいたします。 

○一戸常任理事 ご報告をさせていただきます。お手元の「平成 24 年度学術講演会事前

抄録」というのとポスターがございますのでご覧いただければと思います。 

 今年は、各歯科医師会の先生方からのアンケートで最もご希望の多かった訪問歯科診療

をテーマにさせていただいております。早速今度の日曜日、7 月 29 日が島根県、来週の日

曜日、8 月 5 日が石川県、さらに 8 月 26 日が埼玉県、9 月 9 日が山形県ということで順次

開催をさせていただきます。演者はいずれも訪問診療の大変経験の深い先生方ですので、

有益なお話が聞けるかと思いますので、ぜひお誘い合わせのうえお出でいただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。以上、報告事項が終わりましたが、こ

れまでのご報告に対する質問をお受けいたします。なおご質問のある評議員の先生方は、

挙手と同時に議席番号とお名前を発していただきたいと存じます。その後、議長の指名に

よりご発言をお願いいたします。ではご質問のある方は挙手をお願いいたします。ござい

ませんか。 

 ないようでございます。なければ、引き続き議事を進行させていただきます。というこ

とで、以上をもちまして「日程 5．報告」は終了といたします。 

    ○議事 

    ○第 1号議案 日本歯科医師会の公益社団法人認定申請に伴う日本歯科医学会諸

規則の整備等に関する規則の制定 

 

○議長（永田俊彦君） では「日程 6．議事」に入りたいと思います。それでは「第 1 号

議案 日本歯科医師会の公益社団法人認定申請に伴う日本歯科医学会諸規則の整備等に関

する規則の制定」を議題とさせていただきます。「第 1 号議案 日本歯科医師会の公益社

団法人認定申請に伴う日本歯科医学会諸規則の整備等に関する規則の制定」の提案説明を

栗原総務理事にお願いいたします。 

○栗原総務理事 それでは資料 5をご覧いただきたいと思います。第 1号議案ございます。

提案理由といたしましては、社団法人日本歯科医師会（以下、「日歯」と申し上げます。）

は、公益社団法人への移行のために現行定款と関係諸規則の改正を平成 24 年 3 月開催の
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代議員会、定款につきましては同年同月開催の通常総会に上程、可決確定いたしておりま

す。 

 日本歯科医学会（以下、「学会」と申し上げます。）は、改正定款第 43 条の規定に基づ

いて日歯内に置かれることから、日歯定款および関係諸規則の改正と整合性を合わせるた

めに学会諸規則の整備に関する規則を制定しまして、現学会役員および評議員の任期を平

成 25 年 6 月 30 日までとすること等の所要の措置を次のように定めたいということです。 

 裏をめくっていただきますと、「日本歯科医師会の公益社団法人認定申請に伴う日本歯科

医学会諸規則の整備等に関する規則」。「（目的）第 1 条 この規則は、社団法人日本歯科

医師会が、定款の改正並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき内閣府公益認定等委員会に公益法人認

定申請を行った場合の日本歯科医学会（以下、「学会」という。）の規則等の整備等を行う

ため定める」ものでございます。 

 以下、大きく三つに分かれておりますが、いずれも経過処置でございます。現学会役員

の任期。これを来年 6 月 30 日までとする。同じく役員ですが、次期につきましては、そ

の開始を来年、平成 25 年 7 月 1 日とする。評議員、予備評議員につきましても、現の評

議員等に関しましては任期を来年 6 月 30 日まで、次期の評議員、予備評議員の開始時期

を 7 月 1 日とします。 

 選挙規程関係ですが、学会選挙管理会委員の任期を、従来ですと 3 月 31 日のところを

来年の 6 月 30 日まで延ばすという内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。資料にありますように、要は今日ご出

席の皆様方の任期を、従来 3 月末のところを 6 月 30 日までとする等の概要であります。

それでは本件につきましてご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手をお願いい

たします。 

○中道評議員（近畿北陸地区） 予備の中道でございます。ただいまご説明がございまし

たが、社団に移行ということで、先ほどの江藤会長のお話の中に、社員は専門分科会およ

び認定分科会会員とするということがございました。法人に移行しますと、社員総会とい

うのが絶対的な権限を持つわけですが、その社員総会なるものの会合の開催とこの評議員

会との関係ですか、そのへんについてわからないのでお教えいただければと思います。 

○議長（永田俊彦君） 執行部から答弁をお願いいたします。 

○栗原総務理事 ご質問ありがとうございます。ただいまのご質問に関して、私ども歯科

医学会の独立法人化というのはただいま検討されているところですが、いったん歯科医師

会の中に入るということに関する諸規則の整備ということです。ただいまご質問のことに
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関しましては内々では検討しておりますが、来年 4 月以降、日本歯科医師会が社団法人に

移行した以降、日本歯科医学会があらためて独立した法人となるということで検討いたし

ます。その中で検討されるというふうにご理解いただければと思います。 

○議長（永田俊彦君） よろしいでしょうか。ほかにございませんか。なければ質疑は以

上にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） では、第 1 号議案に関する採決を行いたいと存じます。異議ござ

いませんか。ご異議ないようでございますので、採決に入らせていただきます。「第 1 号

議案 日本歯科医師会の公益社団法人認定申請に伴う日本歯科医学会諸規則の整備等に関

する規則の制定」にご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。賛成多数、よって「第 1 号議案 日本歯

科医師会の公益社団法人認定申請に伴う日本歯科医学会諸規則の整備等に関する規則の制

定」は可決確定いたしました。 

    ○第 2号議案 平成 23年度学会会計収支決算 

○議長（永田俊彦君） 続きまして「第 2 号議案 平成 23 年度学会会計収支決算」を議

題とさせていただきます。では、本件に関する提案説明を山﨑常任理事にお願いいたしま

す。 

○山﨑常任理事 それではご説明いたします。資料 6 をお出しください。学会会計の決算

に相当いたします収支計算書でございます。内容についてご説明申し上げます。 

 まず「Ⅰ 事業活動収支の部」の事業活動収入は、第一款、特定資産運用収入が 158 万

円です。第二款、学会会費収入は 2 億 5652 万円。第三款、専門分科会分担金収入は 390

万円。第四款、広告収入は 418 万円。第五款、受託金収入は 1577 万円。第六款、雑収入

は 62 万円。これは大口定期預金の利息収入、また受託著作物の複写使用料の収入による

増収でございます。第七款、他会計からの繰入金収入はございません。よって事業活動の

収入の合計は、執行率 98％の 2 億 8261 万円でございます。 

 続きまして、事業活動支出でございます。第一款、事業支出は執行率 79％の 1 億 3048

万円。会員顕彰費は執行率 82％の 196 万円。会誌関係費は執行率 87％の 2360 万円。学

会誌の支出を日本歯科医師会雑誌と同等にするなど、大幅な経費削減を行いました。英文

雑誌関係費は執行率 98％の 908 万円。歯科用語関係費は執行なし。学術研究関係費は執

行率 97％の 2062 万円。学術講演関係費は執行率 79％の 520 万円。これは、基調講演の

講師を日歯、大久保会長 1 名にしたことによる費用減。専門分科会等助成金は執行率 99％
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の 2468万円。国際学会補助金はございません。関係団体委託金は執行率 100％で 80万円。

国際歯科研究学会日本部会の委託金として支出をいたしました。調査関係費は執行率 33％

の 526 万円。これは、東日本大震災の影響を受けワークショップの開催が 1 回となったこ

と、また平成 24 年度診療報酬改定に対する提案書を提出したため、関係する臨時委員会

が未開催となりました。内外渉外費は執行率 53％の 540 万円。外国学会などへの派遣、

および外国学会渉外費の未執行。学会関係資料収集作成費は執行率 17％の 8 万円。雑支出

は執行率 34％の 77 万円。受託事業関係費は執行率 61％の 1577 万円。広告取扱手数料は

執行率 100％で 67 万円。人件費は執行率 100％の 1652 万円。 

 第二款、管理費支出は執行率 65％の 4715 万円。会議費は出席者の重なる会議を同一開

催など旅費の効率化を推進しております。 

 第三款、他会計への繰入金支出は 5825 万円。学術大会会計および一般会計への繰入を

行いました。 

 よって、事業活動支出の合計は執行率 80％の 2 億 3589 万円、収支差額は 4671 万円で

ございます。 

 続きまして、「Ⅱ 投資活動収支の部」ですが、投資活動収入は学会積立金積立資産の取

崩収入で 5474 万円。投資活動支出は 6000 万円です。 

 「Ⅲ 財務活動収支の部」、および「Ⅳ 予備費支出」の計上はございません。 

 したがいまして、当期収支差額が 4146 万円で、前期繰越収支差額を含めました次期繰

越収支差額は 2 億 8556 万円でございます。なお、備考欄の注 1、注 2 は科目間の流用お

よび予備費の調整を行った項目でございます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。それでは、この会計収支決算について

のご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。ございません

か。 

 なければ採決に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） ご異議がないようでございますので、採決に入らせていただきま

す。「第 2 号議案 平成 23 年度学会会計収支決算」にご賛成の方は挙手をお願いいたしま

す。 

（賛成者挙手） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。賛成多数、よって「第 2 号議案 平成 23

年度学会会計収支決算」は可決確定いたしました。 

○山﨑常任理事 ただいま「第 2 号 平成 23 年度学会会計収支決算」を可決確定してい
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ただきましてまことにありがとうございます。この会計単位の決算に関しましては、今後

日本歯科医師会の予算決算特別委員会の審議、ならびに審査を経まして、その後 9 月に開

催されます日本歯科医師会の代議員会において審議、可決といった手順、手続きを踏まな

ければならないわけでございます。したがいまして、この審議過程の中で、どうしても微

調整をする部分が出てくるかと思いますので、この微調整の必要が生じた場合には、学会

長にご一任いただきますことをここでお認めいただきたいと存じます。よろしくお取り計

らいお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。ただいま山﨑常任理事からご提案いただ

きました第 2 号議案の取扱について、ご承認いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） どうもありがとうございます。それではご異議がないようでござ

いますので、ご承認いただいたものと認めます。 

    ○第 3号議案 平成 23年度第 22回日本歯科医学会学術大会会計収支決算 

○議長（永田俊彦君） 続きまして「第 3 号議案 平成 23 年度第 22 回日本歯科医学会学

術大会会計収支決算」を議題といたします。「第 3 号議案 平成 23 年度第 22 回日本歯科

医学会学術大会会計収支決算」の提案説明を山﨑常任理事にお願いいたします。 

○山﨑常任理事 それではご説明いたします。まず収支計算書ですが、「Ⅰ 事業活動収支

の部」でございます。事業活動収入は、第四款、広告収入による 193 万円。第六款、他会

計からの繰入金収入による5474万円。それによりまして事業活動収入の合計は5668万円。

第二款、事業収入は、分科会プログラム会場費が 23 年度の収入ではないと監査法人の指

導がありましたため、前受金として処理を行っております。 

 事業活動支出の合計が 2298 万円。第一款、事業費、広告取扱手数料の 30 万円。総会用

プログラムの広告にかかわる経費を計上しました。第二款、管理費の大会準備費による

2260 万円。学会会計と同様、出席者の重なる会議を同日開催するなど、旅費の効率化や費

用対効果を考えた印刷物の経費削減を図っております。 

 「Ⅱ 投資活動収支の部」、「Ⅲ 財務活動収支の部」、「Ⅳ 予備費」の計上はございま

せん。 

 したがいまして、当期収支差額が 3370 万円、前期繰越収支差額を合わせました次期繰

越収支差額 3502 万円でございます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。それでは、本件に関するご質問をお受

けいたします。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。ございませんか。 
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 なければ採決に入りたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） ご異議ないようでございますので、採決に入りたいと存じます。

「第 3 号議案 平成 23 年度第 22 回日本歯科医学会学術大会会計収支決算」にご賛成の方

は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。賛成多数、よって「第 3 号議案 平成 23

年度第 22 回日本歯科医学会学術大会会計収支決算」は可決確定いたしました。 

○山﨑常任理事 お願いがございます。この会計も、先ほどの 2 号議案と同様に今後日本

歯科医師会の予算決算特別委員会の審議、ならびに審査を経まして、代議員会におきまし

て審議、可決といった手順、手続きを踏まなければならないわけでございます。したがい

まして、先ほどと同じように微調整の必要が生じた場合には、学会長にご一任をいただき

ますことをここでお認めいただきたいと存じます。よろしくお願いします。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。ただいまの山﨑常任理事からのご提案、

第 3 号議案の取り扱いについてご承認いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。ご異議ないようでございますので、ご承

認いただいたものと認めます。 

    ○協議 

○議長（永田俊彦君） 続きまして、「日程 7．協議」に入りたいと存じます。「（1）会務

運営について」ですが、執行部より何かご提案がありましたらご説明を願います。 

○栗原総務理事 本評議員会におきましては、特に提案はございません。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。では、「（2）その他」に関しまして、評

議員の皆様からのご提案、ご意見ございましたら挙手でお願いいたします。ございません

か。 

 ではご提案等ないようですので、これをもって「日程 7．協議」を終了いたします。 

 以上をもちまして第 88 回評議員会の全日程の審議はすべて終了いたしました。会議の

議事運営に皆様のご協力とご理解を賜り、円滑な議事の進行が図れましたことを深く感謝

申し上げます。ありがとうございました。 

    ○閉会の辞 

○議長（永田俊彦君） それでは「閉会の辞」を荒木副会長にお願いいたします。 
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○荒木副会長 皆様、長時間にわたりまして慎重なご審議を賜り、まことにありがとうご

ざいました。本日は「第 1 号議案 日本歯科医師会の公益社団法人認定申請に伴う日本歯

科医学会諸規則の整備等に関する規則の制定」をはじめ、上程いたしましたすべての議案

をご承認いただきました。私ども執行部は今後も会務運営に全力を傾注してまいる所存で

ございますので、今後とも評議員の先生方の深いご理解とご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

 本日は大変貴重な時間を割いていただきましたことをあらためて感謝申し上げまして、

閉会の辞とさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

午後 3 時 47 分閉会 

 

 

 

第 88 回評議員会 

            議事録署名人    髙   田       隆   ㊞ 

 

               同       富   野       晃   ㊞ 

 

 


