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日本歯科医学会第 90回評議員会議事録 

 

○日 時 平成 25 年 8 月 6 日（火） 

     午後 2 時開会、同 3 時 30 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 56 名 

            役 員 学会会長    住友雅人 外 26 名 

 

    ○会議の成立 

○井上総務理事 評議員の先生方におかれましては、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。仮議長が選出されるまでの間、私、総務理事の井

上が、評議員会の司会進行役を務めさせていただきたいと思います。 

 最初にご案内申し上げますが、去る平成 25 年 1 月 25 日開催の第 89 回評議員会におき

まして、本学会長に住友雅人先生が選出されました。その際に学会副会長、ならびに学会

理事の選任にあたりましては、後日学会会長、専門分科会、および日本歯科医師会会長か

ら指名のありました先生を学会理事に充てることをご承認いただいております。本日はご

指名いただいた先生方の紹介を後ほど行うこととさせていただきます。 

 早速会議を進行していきたいと存じます。お手元の日程に従いまして氏名点呼を行いま

すが、この氏名点呼をもちまして評議員の先生方のご紹介に代えさせていただきます。ご

自分の名前が呼ばれました際には、大変恐縮ですが、ご起立をお願い申し上げます。 

 これより氏名点呼を行います。事務局、点呼をよろしくお願いいたします。 

（事務局氏名点呼） 

○事務局 ご報告いたします。評議員総数 60 名中、出席評議員 57 名、欠席評議員 3 名、

以上でございます。 

○井上総務理事 ありがとうございました。ただいま事務局から報告がありましたとおり、

60 名中、評議員 57 名出席、3 名欠席ということでございますので、日本歯科医学会規程

第 15 条により、本評議員会は成立いたします。ただいまより第 90 回評議員会を開会いた
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します。 

 なお本日は予備評議員の方々が出席されております。お名前だけ呼ばせていただきます。

15 番、八重垣評議員、34 番、篠塚評議員、40 番、永原評議員、46 番、奈良評議員、47

番、河野評議員、58 番、窪評議員、60 番、牛島評議員でございます。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。 

    ○開会の辞 

○井上総務理事 それでは日程に従いまして、「開会の辞」を松村副会長にお願いいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

○松村副会長 皆さん、こんにちは。本会の副会長を拝命しました日本大学の松村でござ

います。よろしくお願いいたします。本日は公務ご多忙の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。 

 日本歯科医学会第 90 回評議員会は住友執行部が発足いたしまして、最初の定例評議員会

です。評議員の先生方にはこれより 2 年間、日本歯科医学会の運営の核としてご尽力をい

ただくわけですが、現在歯科界を取り巻く厳しい環境の下、喫緊の解決課題が山積してお

ります。このような混沌とした時代背景の中で、歯科医学会も役割がさらに重要となり、

迅速かつ的確な戦略と戦術が求められているところでございます。 

 本日の議事といたしましては、本評議員会の議長および副議長の選出、ならびに学会顧

問の委嘱を上程させていただいております。今期は執行部の発足が 7 月 1 日となり、その

後、急ぎ会議日程を編成いたしました。その関係で本日のご案内から評議員会までの期間

が短く、交通の予約などで皆様にご迷惑、ご不便をおかけしたことと存じます。お詫び申

し上げます。 

 どうか本日は慎重ご審議を賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたしま

す。よろしくお願いいたします。（拍手） 

○井上総務理事 どうもありがとうございます。 

    ○仮議長の選出 

○井上総務理事 次に「仮議長の選出」です。執行部にご一任いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○井上総務理事 ありがとうございます。それでは執行部一任をいただきましたので、こ
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ちらから指名させていただきたいと思います。 

 今回は、日本歯科医師会選出で在京の先生にお願いしたいと思います。よって 51 番、東

京地区、髙橋哲夫先生に仮議長をお願いしたいと存じます。髙橋先生、どうぞよろしくお

願いいたします。ご登壇ください。 

○仮議長（髙橋哲夫君） ただいまご紹介いただきました日本歯科医師会東京地区選出、

髙橋でございます。 

 それではご指名でございますので、暫時仮議長を務めさせていただきます。なにぶん不

慣れでございますので、評議員各位のご協力を賜りまして、議長が選出されるまでの間、

円滑に会議を進めてまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

    ○議事録署名人の指名 

○仮議長（髙橋哲夫君） それでは日程に従いまして、議事録署名人を指名させていただ

きます。議席番号 6 番、古谷野評議員（補綴）、同じく 52 番、腰原評議員（東京）、お二方、

よろしくお願い申し上げます。 

 ここで議場にお諮りしたいと思います。次は「日程 4．物故会員に対する黙祷」となっ

ておりますが、これは新しい議長の下で行っていただき、日程を一部変更し、「日程 8．議

事」に入り、議長および副議長の選出を行いたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○仮議長（髙橋哲夫君） ありがとうございます。ご異議がないようですので、日程を一

部変更し、「日程 8．議事」に入り、議長および副議長の選出を行います。 

    ○議事 

    ○第 1号議案 評議員会議長及び副議長の選出 

○仮議長（髙橋哲夫君） それでは、「第 1 号議案 評議員会議長及び副議長の選出」を議

題といたします。第 1 号議案について提案理由を井上総務理事よりお願いいたします。 

○井上総務理事 提案理由を申し上げます。お手元の緑色の封筒の中に 1 枚の A4 判のも

ので、「第 1 号議案 評議員会議長及び副議長の選出」があると思いますので、ご覧くださ

い。第 1 号議案で、評議員会議長及び副議長の選出についての提案理由をご説明申し上げ

ます。 

 この議案は、日本歯科医学会規程第 13 条第 3 項、「評議員会の議長及び副議長は、評議
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員の中から互選し、任期は第 12 条第 2 項を準用する」の規定に基づき、評議員会議長及び

副議長の選出を行うものです。また 12 条第 2 項は、読み替え規定として、「評議員会議長

の任期は 2 年とし選任された年の 7 月 1 日に始まる」と定めています。以上、提案理由の

説明を終わります。 

○仮議長（髙橋哲夫君） ありがとうございます。ただいまの執行部からの提案ですが、

評議員会議長及び副議長の選出につきましては、評議員の互選でお願いするとのことです。

いかが取り計らいましょうか。ご意見のある方は挙手をお願いいたします。議席番号とお

名前をおっしゃっていただきたいと思います。 

○安井評議員（衛生） 議席番号 16 番の安井でございます。私といたしましては、歯科医

学、ならびに歯科医療分野で豊富な経験をお持ちの日本口腔外科学会選出、弘前大学医学

部教授の木村博人先生を評議員会の議長に推挙いたしたいと思います。また副議長につき

ましては、議長に一任することを提案させていただきます。以上です。 

○仮議長（髙橋哲夫君） ただいま安井議員より木村博人先生を議長に推挙し、副議長の

選出については、議長に一任したい旨のご提案がありました。ほかにご意見はございます

か。ご意見がないようでしたら、ここで発言を打ち切りまして採決に入りたいと存じます

が、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○仮議長（髙橋哲夫君） ありがとうございます。それでは評議員会議長および副議長の

選出につきまして、木村博人先生を評議員会議長とし、副議長につきましては議長に一任

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○仮議長（髙橋哲夫君） ありがとうございます。賛成多数。よって木村博人先生を評議

員会議長として決定させていただきます。また副議長の選出につきましては、議長に一任

することで決定いたしました。 

 それでは木村議長と交代いたします。評議員の先生方、円滑なる議事運営に格段のご協

力をいただき、まことにありがとうございました。これで仮議長の職を解かせていただき

たいと思います。木村先生、ご登壇をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木村博人君） ただいまご推挙いただきました木村でございます。一言ご挨拶申

し上げます。 

 まず仮議長をお務めいただきました髙橋先生、大変お疲れ様でございました。ありがと
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うございました。このたび名誉ある日本歯科医学会評議員会議長として皆様方よりご推挙

賜りましたこと、まことに光栄に存じます。評議員会議長としての責任の重さを痛感いた

しておりますが、ここに皆様のご推挙を受けましたからには、日本歯科医学会の発展と歯

科医学・医療の進歩向上に誠心誠意努力をいたす所存でございます。評議員の先生方、ま

た執行部の先生方のご理解とご協力をいただきまして、評議員会の議事運営を円滑に進め

てまいりたいと存じます。 

 今後とも皆様方のご指導とご鞭撻をお願いいたしまして、就任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） 

 それでは先ほどお認めいただきました副議長の選出の件ですが、議長一任をいただいて

おりますので、僭越ではございますが議長の私より副議長を指名させていただきます。 

 私が臨床系ですので、副議長にはぜひ基礎系の方にお願いしたいと思います。つきまし

ては歯科基礎医学会選出、日本歯科大学生命歯学部教授でいらっしゃいます佐藤巌先生に

副議長をお願いいたしたいと思います。いかがでしょうか。（拍手） 

○議長（木村博人君） ありがとうございます。それでは佐藤巌先生を副議長として決定

させていただきます。佐藤先生、ご登壇よろしくお願いいたします。 

○副議長（佐藤巌君） ただいま木村議長よりご指名をいただき、また評議員の先生方よ

りご承認を賜りました歯科基礎医学会選出の佐藤でございます。評議員会副議長に選ばれ

ましたことは大変この上なく光栄に存じますとともに、その責任の重大さを痛感している

次第でございます。幸いに大変優れた木村議長の下、本評議員会が公正、かつ円滑に運営

されますように微力ながら誠心誠意努力する所存でございます。どうぞ皆様方の絶大なる

ご支援とご鞭撻を賜りますようにお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、就任のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（木村博人君） 佐藤先生、ありがとうございました。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。 

    ○物故会員に対する黙祷 

○議長（木村博人君） 「日程 4．物故会員に対する黙祷」です。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。ご起立をお願い申し上げます。それ

ではご冥福をお祈りし、黙祷を捧げます。黙祷。 
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 ありがとうございました。お直りください。ご着席願います。 

    ○挨拶 

○議長（木村博人君） 引き続きまして「日程 5．挨拶」に入ります。住友会長、ご挨拶

をお願い申し上げます。 

○住友会長 この 3 月末まで長く通学通勤をしておりました大学の最寄駅は、総武線の飯

田橋でした。しかしその後半 20 年あまりは、一駅手前の市ヶ谷駅で降りて、外堀公園のお

堀の道を歩いて大学に通っておりました。今般、皆様方のおかげをもちまして、市ヶ谷か

らこの会館の間、すなわち半分の距離を残していただきました。なぜこの飯田橋まで歩い

て行ったかというと、いろいろな理由があるのですが、一言で言えば楽しいからです。し

たがって、残してくださったこの半分の道は、私にとって大変ありがたい話です。ありが

とうございました。 

 蛇足になりますが、いまこの市ヶ谷土手では、セミの大合唱です。いつも歩いて感じる

のは、例年 7 月 20 日ぐらいにセミが鳴き始めます。今年は 7 月 10 日ぐらいから鳴き始め

ました。私は地球温暖化を耳で感じることができました。 

 さて、これまで新体制のスタートは 4 月 1 日からですが、今回は 7 月 1 日のスタートと

なりました。副会長がお話しいたしましたように、非常に短い期間で準備をしなければい

けませんでした。この評議員会の位置づけは大変高いものです。議決承認をするという大

きな仕事があります。そしてもちろん一番重要なのは議長、副議長を選び、この 2 年間運

営をしていくわけです。 

 本来であれば 7 月半ばにこの評議員会が開催されて、準備の期間もだいぶありましたが、

大変短い時間の日程調整で皆様方にはご迷惑をおかけしました。そしてまたこの時期は大

変暑い時期でもありますし、特に 8 月に入ると夏休みで交通機関の混雑が大変多かったと

思います。本日はほとんど全員の方がお集まりいただきましたこと、心からお礼を申し上

げます。 

 この評議員会は第 90 回が開催されたこと、大変うれしく存じます。そして事務職員には

時間外の勤務、特に夜の仕事延長、そして休日の準備、大変いろいろとお世話になりまし

た。この場を借りてお礼を申し上げます。 

 何はともあれ第 90 回の評議員会が開催されます。本日はいろいろなお話を皆様方からも

お聞きしたいと思います。後ほど会長報告で今後の方針についてお話しさせていただきま



7 
 

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（木村博人君） 住友会長、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いただきたいと存じます。大久保会長、よろしくお願いいたし

ます。 

○大久保日本歯科医師会会長 改めまして先生方、こんにちは。本日は第 90 回の日本歯科

医学会評議員会、全国各地から評議員の先生方ご出席のもとで開催されましたことを、日

本歯科医学会を代表して心からお慶びを申し上げます。また平素は先生方には日本歯科医

学会の会務に大変ご理解、ご支援を賜りますことを心から御礼を申し上げたいと存じます。 

 先ほど松村副会長から評議員会の開催が 8 月になったということですが、ご承知のよう

に日本歯科医学会の新執行部も本来ならば 4 月 1 日にスタートをするはずですが、今回の

新法人の規則によりまして、前の執行部、つまり自分たちの仕事、事業を報告し、さらに

その決算の報告をしてそれが認められないと執行部は辞められないというのが新しい規則

です。つまり悪いことをしたまま辞めてしまうのはダメだということで、これは性悪説だ

なと私はひそかに思っています。 

 いままではご承知のように前の執行部の事業を新しい執行部が引き継ぎをして、決算も

了解をして、それを 9 月の代議員会で報告して承認を受ける。新執行部が前執行部のやっ

たことと決算の承認を受けるというシステムでしたが、今回はそれがなくなりました。私

ども日本歯科医師会の執行部も6月21日の日本歯科医師会代議員会で無事に前執行部の事

業と決算が承認をされて初めて前執行部が解散をし、代議員会終了直後にいまの執行部が

スタートしました。したがって、日本歯科医学会も同じようにずれ込んでしまったという

ことで、私が謝ることではありませんが、ご理解をいただければと思います。 

 さてご承知のように日本歯科医師会と日本歯科医学会はまさに二人三脚、日本歯科医学

会の目的も日本の国民の健康を歯科保健と医療を通して守っていく。これは基本的には日

本歯科医師会の目的とまったく同じです。それを学会の先生方には理論的な、ややアカデ

ミックな研究成果や調査、あるいはさまざまな報告を通して支えていただくという関係が、

これまで新しい公益社団法人日本歯科医師会になってもまったく変わるわけではありませ

ん。 

 問題は、いまの私たちの執行部、そして住友先生を中心にする日本歯科医学会の新たな

執行部の船出が、きわめて厳しい状況の中で始まったことです。ご承知のように少子高齢

化が言われていますが、少子化ももちろん日本の国にとって大変な状況ですが、高齢化は
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世界で最も速いスピードで進んでいます。そして私たちの後を追って、韓国や中国などア

ジアの国々が一気に高齢社会に突入します。韓国はひょっとすると日本よりももっとスピ

ードが速い状況の中で高齢化に突入するかもしれません。 

 つい最近の日本の平均寿命が、男性 79.9 歳、女性 86.4 歳ですが、健康寿命は 72 歳で尽

きる。とすれば、計算上女性は約 14 年間、何らかの障害を持って、中には寝たきりで、す

なわち病の状態で人生を過ごす。言い換えれば、これはどんなに医学が発達しても生老病

死、生まれて生きて、老いて、病を経て、そして死んでいく、このステージを上がってい

くことについては変えることができないのです。 

 問題はその長さです。つまり超高齢社会は、生まれて生きるのが長くて、さらに老が長

くて、その老の間に病がもっと長くあるということですから、この老と病が併存しながら

最後の死まで行く。ここが実はわが国の最も大きな、そして困難な課題です。 

 日本歯科医師会は、それを克服するためにさまざまなデータや調査研究をもとに、より

多くの歯を残すことで健康寿命を延ばす。健康寿命を延ばすことによって病の状態をでき

るだけ少なくする。もっと言えば要介護の状態を可能な限り数も少なくし、その年数も少

なくする。そのことによって国民の負担、家族の負担、社会の負担を低くすることを高齢

社会における日本歯科医師会の基本的な課題として掲げてきました。 

 一方で、安倍総理は、先日の経済成長戦略を発表したときに、日本の経済成長の柱とし

て健康寿命の延ばす、健康長寿の社会をつくることを掲げました。これは私どもが考えて

いることと、まさに一緒ですが、安倍総理とは総理就任直後、TPP のことで総理官邸を訪

れて話し合いをさせていただきました。それ以後、大変なスケジュールなので遠慮申し上

げていますが、今回の健康長寿の問題、国民会議の結論等を踏まえて、できるだけ早い時

期にお会いして医療から何ができるか、特に歯科医療から何ができるか、お話を改めてし

たいと思っています。 

 この健康長寿を方策として掲げたことは、われわれにとっては大変うれしいことです。

しかし安倍総理が経済成長戦略の中心に考えているのは健康長寿を全うするための医療機

器、検査機器、薬も含めてそれらを新たに日本がつくって、それを海外に出していくこと

です。私はその方策は間違っていると思いません。でも医療機器は家電製品と違って器械

だけ外に出してコンセントにつなげばすぐに使えるという話ではない。その機械をどう使

うかをきちんと修得している医師が外に出ていくことも必要です。 

 もう一つは、その機械は日本の皆保険の制度の中で使われることが一番多いので、これ
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は厚労省の方々と最近雑談で話していますが、50 年間われわれの先輩が英知をかけてつく

ってきた日本の皆保険のシステムを外に出すべきだと私は思っています。医療のシステム

と機械、それを使う医師が外に出ていくことをしないと、実は日本の医療、あるいはそれ

を通して経済成長戦略を成し遂げることは不可能です。 

 外国は、基本的にそれを国家の戦略として行ってきました。私の友人が日本とサウジの

友好協会の事務局長をしていますが、彼は中近東の新興国が近代医療を取り入れるとき、

機械も全部含めてほとんどヨーロッパに押さえられた。日本はどうしても国内にだけ目を

向ける。もちろん自国の国民を守ることが国家の最大の責務ですが、同時に外に打って出

るという戦略も、私は日本のいまの医療の中では必要なことだと思っています。同時に日

本の国民の医療を守っていけるのか。 

 国民会議の案文を昨日から読み込みを始めています。意見は山ほどありますが、いずれ

こちらの意見はきちんと申し上げたいと思います。とにかくそういう非常に厳しい正念場

の中で、しかし、だからこそ私たち歯科医療が生き残る、あるいはよりよい未来に向かっ

て自分たちの可能性を切り拓いていく道がある。そこに賭けていくべきだと思います。 

 そのためには日本歯科医師会と日本歯科医学会が互いに共通の目的を持って、戦略、戦

術を共有しながら歩いていくことがきわめて大切なことだと思います。幸い住友会長もま

ったく同じような考え方を持っていただいています。私どもの執行部と学会の執行部がこ

れまで以上に緊密な関係を保って、気持ちはしっかり手をつないで歩いていき、それを次

の世代にしっかりと希望として託していくことを果たしたいと思います。先生方のこれま

で以上のご協力をよろしくお願い申し上げまして、今日の評議員会における私のご挨拶と

いたします。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（木村博人君） 大久保会長、ありがとうございました。 

    ○役員紹介 

○議長（木村博人君） 続きまして「日程 6．役員紹介」に入りたいと存じます。執行部、

よろしくお願いいたします。 

○井上総務理事 それでは役員の紹介を行います。紹介されました役員は自席で起立し、

議場に向かって一礼をお願いしたいと思います。 

 会長、住友雅人先生です。副会長、松村英雄先生です。同副会長、今井裕先生です。 

 続きまして常任理事の先生方をご紹介いたします。日本歯科医師会会長指名、髙橋秀直
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先生です。同日本歯科医師会会長指名、中島信也先生です。日本歯科医学会会長指名、和

泉雄一先生です。歯科基礎医学会指名、大浦清先生です。日本口腔衛生学会指名、神原正

樹先生です。日本小児歯科学会指名、山﨑要一先生です。日本歯周病学会指名、永田俊彦

先生です。日本老年歯科医学会指名、森戸光彦先生です。日本歯科医学教育学会指名、俣

木志朗先生です。日本口腔インプラント学会指名、渡邉文彦先生です。 

 続きまして理事の先生方です。日本歯科医学会会長指名、芦田欣一先生です。日本歯科

保存学会指名、千田彰先生です。日本補綴歯科学会指名、矢谷博文先生です。日本矯正歯

科学会指名、後藤滋巳先生です。日本歯科放射線学会指名、有地榮一郎先生です。日本歯

科麻酔学会指名、嶋田昌彦先生です。日本歯科医史学会指名、渋谷鑛先生です。日本歯科

医療管理学会指名、永山正人先生です。日本歯科薬物療法学会指名、金子明寛先生です。

日本障害者歯科学会指名、柿木保明先生です。日本顎関節学会指名、久保田英朗先生です。

日本臨床口腔病理学会指名、山口朗先生です。日本接着歯学会指名、桃井保子先生です。 

 なお本日は 3 名の先生方がご欠席されています。常任理事の櫻井先生、栗田先生がご欠

席です。塙理事は所用によりご欠席ということです。最後に私は総務理事を仰せつかって

おります井上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。 

   ○報告 

○議長（木村博人君） それでは「日程 7．報告」に入ります。まず一般会務報告を井上

総務理事よりお願いいたします。 

○井上総務理事 ご報告申し上げます。お手元の封筒の中に青い表紙の冊子があります。

その表紙に従って進めていきたいと思います。1 ページ目は、日本歯科医学会役員名簿、

それから評議員、予備評議員の名簿が記載されています。 

 「一般会務報告」です。通し番号の 11 ページをご覧ください。住友執行部は、本年 7 月

1 日に発足していますので、ここの一般会務報告は前執行部の内容となっています。そこ

の部分はお目通しいただき、15 ページをお開きください。7 月 1 日に住友執行部が始まり、

7 月 3 日（水）に第 1 回理事会が開催されました。内容については○の付いていることに

ついて協議しています。同 7 月 8 日（月）には前学会役員と新学会役員との間で会務運営

にかかわる事務引継ぎを行いました。 

 16 ページ、7 月 26 日（金）には学会の第 1 回常任理事会、7 月 31 日（水）に第 2 回学
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会理事会を開催し、この○が付いているアイテムについて協議しました。さらに常置委員

会の中で、皮切りとして学会の第 1 回学術講演会委員会が 8 月 5 日に開催されました。残

りのところはぜひお目通しをいただければと思います。 

 続きまして「日本歯科医学会平成 25 年度諸会議開催予定」です。通し番号の 18 ページ

をご覧ください。 

 本日は 8 月 6 日（火）ですが、第 90 回評議員会が現在開催されています。常任理事会は、

本年度は都合 6 回、理事会は 2 月 14 日が第 3 回として都合 3 回、評議員会の第 2 回目は

第 91 回目として 2 月 24 日に開催の予定です。代表者会議は 2 月 14 日に第 1 回となって

います。よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして「平成 25 年度日本歯科医学会専門分科会総会一覧表」、19 ページです。すで

に終了しているものもあるかと思いますが、ご覧いただきたいと思います。また「同認定

分科会総会一覧表」は 20 ページに記載しています。こちらもすでに終了しているものもあ

りますが、こちらもお目通しいただければと思います。 

 続きまして資料 1⑤、通し番号 21 ページです。「日本歯科医学会専門分科会加入申請に

関する公示」、すでに 8 月 1 日に公示済みですが、この点に関してご報告申し上げます。 

 日本歯科医学会専門分科会に加入を希望する学会は、日本歯科医学会専門分科会承認基

準の規定に基づき、下記書類を整え、平成 25 年 8 月 1 日から同年 9 月 30 日までに本学会

宛てに申請することが必要であることを公示させていただきました。加入申請書、加入申

請書に添付する資料等、問い合わせ先は記載のとおりです。 

 次の 22 ページ、「日本歯科医学会認定分科会登録申請に関する公示」、これも同様に 8

月 1 日にすでに公示済みです。申請期間は 8 月 1 日から 8 月 31 日までの 1 カ月間、前項

の専門分科会は 9 月 30 日の 2 カ月間を設けています。また登録申請書、登録申請に添付す

る資料に関しては、記載のとおりです。 

 23 ページからは平成 24 年度の日本歯科医学会の「会務報告」です。これは非常に長く

て、最後の会長選挙の記載の 43 ページまであります。こちらは前江藤執行部のときの会務

報告ですので、こちらもお目通しいただければと思います。以上です。 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。続きまして「（2）会計現況報告」とし

て平成 24 年度学会会計、および学術大会会計の決算報告を髙橋常任理事よりお願いいたし

ます。なお平成 25 年 7 月 1 日から日本歯科医師会が公益社団法人に移行したことに伴い、

これまで評議員会の議決案件でありました予算決算にかかわる事項は、今後報告となりま
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すのでご了承ください。それでは髙橋常任理事、よろしくお願いいたします 

○髙橋常任理事 皆様、こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。評議員の

先生方には日ごろから会務運営にご協力いただきまして、本当にありがとうございます。

日本歯科医師会が今年度から公益社団法人となりましたので、公益目的事業会計にあたる

学会会計について報告いたします。また前年度より平成 20 年公益法人会計基準で作成し、

様式も変更しています。それでは平成 25 年度学会会計収支計算書の報告をいたします。 

 まず資料 2、44 ページをご覧ください。平成 25 年度 6 月末現在の学会会計収支計算書

です。これは平成 25 年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの 3 カ月間の会計現況です。なおこの

収支計算書では、「款」、「項」の項目表示は省略していますので、ご了承いただきたいと思

います。 

 「Ⅰ 事業活動収支の部」ですが、まず「1 事業活動収入」です。「（1）特定資産運用

収入」、「（2）学会会費収入」、「（3）専門分科会分担金収入」、「（4）広告収入」、「（5）受託

金収入」は、いずれも未執行です。「（6）雑収入」は 8 万 526 円、「事業活動収入」の合計

はこの 8 万 526 円です。 

 続いて「事業活動支出」ですが、「（1）事業費支出は」、709 万余で、執行率は 5.5％です。

主な支出項目は、第 5 項の「学術研究関係費支出」の 386 万余、これは平成 24 年度に採

択された 2 年間を研究期間とする日本歯科医学会プロジェクト研究に対する本年度分の研

究費としての支出です。第 10 項の「調査関係費支出」の 71 万円余は医療技術評価提案を

協議した歯科医療協議会等の委員会開催による会議費支出です。第 11 項の「内外渉外費支

出」の 48 万円は、各分科会総会、学術大会への出張に伴う旅費およびお祝金による支出で

す。また第 16 項の「人件費支出」は、給与および社会保険料等、職員 1 名に対するもので

す。 

 次に「（2）管理費支出」は 461 万円余で、執行率は 8.6％です。主な支出項目としては、

第 1 項、「会議費支出」の 52 万円余、第 2 項、「事務費支出」の 409 万円余となっていま

す。 

 「（3）他会計への繰入金支出」ですが、これは未執行です。これは一般会計の職員退職

給与引当資産を予定しています。 

 したがって事業活動支出の合計は、1170 万円余で、執行率は 6.3％です。よってこの収

支差額がマイナス 1162 万円余です。 

 次に「Ⅱ 投資活動収支の部」、「Ⅲ 財務活動収支の部」、および「Ⅳ 予備費支出」に
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は、現在動きはありません。したがって当期の収支差額は、いまお話ししたマイナス 1162

万円余となりました。なおこの収支差額がマイナスになっていますが、実際には会務運営

に必要な予算は前期繰越収支差額の 1 億 5000 万円を充当して運営しています。これが 6

月末の現況の報告です。 

 続きまして平成 24 年度学会会計決算について報告します。資料 3①、45 ページです。

日本歯科医師会は先ほどお話ししましたように、平成 24 年度から公益法人会計基準の平成

20 年基準を採用しています。 

 「Ⅰ 事業活動収支の部」ですが、「1 事業活動収入」は合計 3 億 754 万円です。この

うち 90％以上が日本歯科医師会会員の会費です。受託金の収入は、1043 万円、厚労省の

委託事業「歯科保健医療情報収集等事業」の受託金です。これは予算編成時には受託が決

まっておりませんでしたので、名目予算となっていました。また他会計からの繰入金収入

は、昨年 11 月の第 22 回学会総会の残余金を戻したものです。 

 「2 事業活動支出」は、事業費が 1 億 2445 万円、管理費が 4413 万円となっています。

なお詳細にわたる支出額についてはお読み取りください。 

 「Ⅱ 投資活動収支の部」です。「1 投資活動収入」では、特定資産取崩収入は第 2 回

学術大会会計への繰入金支出の財源として保有していた預金を学術大会会計に繰り出した

ものです。また「2 投資活動支出」、特定資産取得支出はありません。 

 続きまして資料 3②、48 ページです。これは先ほどお話ししました日本歯科医学会の学

術大会会計です。第 22 回日本歯科医学会総会は、昨年 11 月 9 日から 11 日までの 3 日間、

大阪歯科大学を幹事校として開催されました。これは大会の実施費用です。「Ⅰ 事業活動

収支の部」ですが、収入は合計 2 億 6268 万円です。2 億 3000 万円は学会会計からの繰入

金収入です。また今大会初の試みとして、分科会プログラムを企画し、会場費収入として

651 万円が計上されています。支出では、事業費が 2 億 4073 万円、管理費が 2553 万円と

なっています。また詳細にわたる各事業項目の支出についてはお読み取りいただきたいと

思います。以上です。 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。 

 続きまして住友会長より「（3）会長報告」をお願いしたいと存じます。住友先生、よろ

しくお願いします。 

○住友会長 それでは会長報告をいたします。3 月 31 日に大学を早期退職して、4 月 1 日

から 7 月 1 日の就任まで 3 カ月の期間がありました。この間に多くの方々とお会いして、
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いろいろなお話を聞かせていただきました。また前執行部からの公式の引継事項もいただ

きました。それから日本歯科医師会との前執行部の会議の議事録もいただきました。事務

局のメモもいただき、そして全然違う分野の人とお話をして、いろいろ考えてまいりまし

た。 

 もちろん新執行部の方々ともお話をしましたが、まだ 1 カ月あまりですので、不十分か

もしれませんが、こういうかたちで取り組んでいきたいという一つの事業体系図をつくっ

てみました。これはもちろん 89 回の評議員会で承認をいただいている平成 25 年度の事業

計画を横に置いて、そして考えていっているものです。 

 従前と変わらないではないかということですが、今回の各委員会への諮問事項の中に検

討項目がかなりあります。私が持っているデータ、情報は、この委員会に投げ込むかたち

で、参考資料として使っていただきたいという位置づけで、こうしろという話ではありま

せん。そこの議論によって、そして答申をしてくださいということをお願いする予定です。

まだ実際に動いている委員会は、昨日開催した学術講演委員会だけですので、もちろん皆

さん方の委員会には投げ込んでいませんが、資料としては手持ちの資料があります。また

各三役の方々の情報もお預かりしています。 

 日本歯科医学会会長という立場は、いろいろなことが考えられるわけですが、こういう

かたちでの委員会、もしくは協議会をつくって、そこにこういうものを検討してください、

そしてその検討の手法についてだけ、いわゆる問題点の抽出をし、順位づけをして、そし

てその対応策をいただきたい。いわゆるワークショップの手法だけをお話しする。しかし

その方法にこだわる必要はない。とにかく具体的なプロダクトがほしいということです。

それはストラテジーとして、そこには工程表があり、またできればその予算的なものを加

味したものをいただきたいということでの諮問です。 

 ここに三役協議会があり、常任理事会があり、理事会があり、評議員会があり、代表者

会議があるという認識ですが、やはりこの評議員会が議決承認ですから大変重い位置づけ

にあると理解しています。こういう間での意見のやりとりをどのようにするか。 

 一つこの中に入っているものは、各分科会の会員とのやりとり、すなわちそういう人た

ちと会長、もしくは執行部との情報交換も考えています。また各分科会間の横糸の関係、

すなわちいままで縦には流れていた情報をできるだけ横にも流したいという希望もありま

す。先ずこの中で相互やりとりですが、常置委員会です。 

 学会誌編集委員会があります。この学会誌について、いまのままでいいのかという申し
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送り、ご意見もあって、それらを含めて考えていただきたいというわけですが、平成 25 年

度の事業計画の中に決められているものについてはやるということになります。 

 英文雑誌の編集委員会ですが、これも従前のようにインパクトファクターを取得するこ

とについて、いまどのような流れになっているか、もしくはそのことについて、もう一度

見直してもらい、そして現状のものをどのようなかたちで出していくかという諮問をしま

すので、その答申を期待しています。 

 歯科学術用語については、いまのところ学術用語集を新しくつくる計画はありませんが、

これはいろいろな意味での用語を今後検討する必要があります。特に国際的な用語の重要

性を私は認識しています。 

 学術研究委員会ですが、従前、いわゆる研究プロジェクトを組んでの研究のあり方、ま

た集いのコストパフォーマンスを含めて、そういう検討もお願いをしたいと思っています。 

 学術講演会ですが、昨日意見をいろいろいただきました。私としては、日本歯科医師会

のセミナーと、日本歯科医学会の学術講演会の立ち位置はどうあるべきかという話をして、

委員の方々からご意見をいただきました。これはすでに平成 25 年度の学術講演の場所、テ

ーマ、演者、すべて決まっていますので、それは執行することになっています。 

 情報、もしくは交流ですが、広報委員会に関して、ありふれたかたちでホームページの

更新ということですが、私がいま一応学会長の自己紹介的にホームページの挨拶を出して

います。このホームページの学会長の挨拶のところは、2 カ月に 1 回は更新し、また次回

は、何をこの学会でやるか、それも社会一般の方々が理解できるようなかたちで載せたい

と思います。 

 その広報の中には、もう少し具体的にこちらの重点研究と関係しますが、やはりその機

運を、特に 2 年後、4 年後にかけてどういうかたちで盛り上げてもらうか、これはたとえ

ば診療報酬の改定年に合わせたときに、その機運になっていないと保険に導入されにくい。

そういうものも含めて日本歯科医師会とも一緒に考えなくてはいけませんが、そういうと

ころにポイントを置いたかたちでの広報活動をお願いしようと思っています。 

 国際交流委員会ですが、いままで日中歯科医学大会もありました。この継続についての

検討もお願いするし、現在 JADR との交流がありますが、これを今後どのように継続して

いくか。いままでは会長が IADR の理事会に出席しておられたと伺っていますが、JADR

は IRDR の支部ですので、日本歯科医学会とは非常に難しい関係でもありますが、それを

ぜひ国際的な学術交流の組織と考えて付き合っていく。それもこの国際交流委員会に期待
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しているところです。 

 次に顕彰審議会です。これもいま三つの分野で計 7 名までの授賞ということですが、本

当にそれでいいのかという書き込みのメモとしての意見がありました。それは各分野 1 名

のほうが価値があるのではないかと書かれていました。そういうものも含めて、こちらの

情報を提供しますので、そこで検討していただくことにもなってきます。 

 専門・認定分科会の資格審査委員会ですが、これはもうすでに専門・認定分科会の申し

込みをお願いするというかたちで公示しています。いまのところあまり深く考えていませ

んが、将来、本当に各分科会の統合、吸収という言葉は悪いけれども、そういうものも考

える必要があるのかなと思うところもあります。しかしそういうことについては、そこの

委員会で考えて答申してもらいたいと思っています。 

 専門医制協議会ですが、これについては第三者機関を含めて検討をお願いする。具体的

に第三者機関をつくり上げるとすれば、どういう問題点があって、どうしなければできな

いかという議論もここでお願いしようと思っています。 

 今回新しく重点研究委員会を立ち上げました。これは先ほど言いましたように社会機運

をつくり上げるために、それは歯科だけではなく社会に影響のあるテーマを学会が先導し

て集中的に研究をお願いするというものです。すでにテーマは決まっています。乳児・小

児の摂食機能障害を中心とした情報収集とその対応、これは 2 年後、4 年後の保険収載を

目指しています。それは直接的にこういうところでは言えるのですが、社会、国民に対し

て有益な治療法、診断法を確立するという意味もあります。そこがポイントです。 

 それから歯科医療技術革新推進協議会ですが、すでにポータブル歯科医療機器等で具現

化してきていますが、それとは別に次のステップとして、次に何に注目し、進めていくか

というものがあります。それは平成 24 年度版の歯科医療機器産業ビジョンの報告書の中に、

すべて書き込んであります。しかしそこには順位づけがありません。順位づけをして、ポ

イントを選んでもらって、そしてこれで次のテーマとして進めていくことを期待していま

す。 

 医療問題ですが、歯科医療協議会は提案書をすでに今年は出しています。平成 26 年の改

定になるわけですが、ここはもうかなりのレベルでいい提案書ができています。副会長の

今井先生は歯保連の代表者でもありますが、たとえば歯保連のタイムスタディ等について

は情報提供するとおっしゃっておられますので、こういうものもぜひ情報としていただけ

ればいい。いろいろなところから情報を集めて、いい提案書を出すことが必要であろうと



17 
 

も思っています。 

 今回は、この利益相反ガイドライン作成委員会、これはガイドラインを作成する委員会

で、審査の委員会ではありません。これは日本医学会、そしてこのベースになるのは日本

内科学会の COI のガイドラインだと思いますが、これを持っておられる。この前、ノバル

ティスの問題があって、高久日本医学会会長が出てきておられましたが、実際には日本歯

科医学会もしっかりとこういう COI を持って、そしてマネージメントをしっかりしていく

必要があろうということで、その全般的なかたちのガイドラインを作成し、そして各分科

会がそれをスタンダードとして考えて、自分のところの色づけでやっていかれればいいの

かなとも思っています。この作成は早い時期にとお願いしています。 

 歯科診療ガイドラインライブラリー協議会・ライブラリー収載部会は、従前どおりもっ

と積極的に Minds に出すことも進めていきたいと思っています。 

 大きくここにあるのが、学会のあり方検討協議会ですが、これが従前、話題になってい

るこの学会の法人化を中心とした検討協議会です。いままでいろいろなデータがあり、前

の執行部からもいろいろな情報が来ていますので、それらを含めて、そしてまた各分科会

ではすでに法人化しているところが多いので、その人たちのご意見もいただきながら、そ

して日本歯科医師会の内部組織の中に入っていますので、これは日本歯科医師会としっか

りと話し合いをして、今後原資をどのようにするかも考えて、そしてこの法人化が本当に

できるのか、もしくは法人化ができないのか、そこまで追求した協議会に期待しています。 

 総会ですが、平成 28 年に第 23 回日本歯科医学会総会が開催されることに決まっていま

す。しかしこのままの予算立てで本当に行けるのだろうか、登録者が、たとえば 2 万で、

実際の参加者が 1 万の場合、その差の問題についてもやはりしっかりと検討して、そして

この日本歯科医学会総会を成していかなければいけない。もしくはたとえばこの時期に国

際会議があるとすれば、その連携もできるのではないか。 

 これについては事前検討会議を今年の 10 月から始めます。ですからどういうフレームワ

ークでやっていくか、ただし平成 28 年までの間に、もし法人化が起こったときにはどうい

うふうに変えるか、そのシミュレーションをしながら次に進むことも必要かもしれません。 

 これは従前の準備委員会をつくり、常任委員会で検討していくことになります。これは

日本歯科医師会と学会との共同開催ですので、日本歯科医師会との話し合いも重要になっ

てこようと思います。 

 連携は、もちろん母体である日本歯科医師会との連携は言うに及ばず、8020 推進財団、
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日本歯科医師連盟、たとえば立法、お役人の方に動いてもらうためには、やはり政治力も

必要になってくる。それから日本歯科総合研究機構や日本学術会議もあります。今後具体

的にどういうふうにこれらの組織と連携をするか。また JADR の会長、副会長とはすでに

お話をして、今後 JADR がこの学会とどういうかたちでの連携という意見はいただいてい

ます。 

 また皆さんご存じの日本歯学系学会協議会ですが、この協議会の現在の理事長と今後お

話をするつもりですが、立ち位置についての決めをしていこうと思うし、協力できるもの

はしていこう。それから日本医学会に歯科では日本口腔科学会が入っていますが、ここか

らいろいろな情報をいただくことも必要になろうと思っています。 

 そして等ですが、本当は、たとえば行政、省庁の関係はないのか、もしくはマスメディ

アはないのか、国民はないのか、大学はないのかと言われますが、等でまとめてしまうの

は大変ですが、そういうものとの連携も、今後必要であろうかと思います。 

 この体系図は、平成 25 年 8 月 6 日、本日提示したものでありますので、今後皆様方のご

意見でこの体系図を含めて、内容も含めて、そしてブラッシュアップをしていきたいと思

っています。現時点ではこういうかたちで諮問書として各委員会にお願いをして、そこで

プロダクトをつくって、そして答申していただくというお願いをするレベルの学会長報告

になります。以上です。ありがとうございました。 

○議長（木村博人君） 住友会長、ありがとうございました。ここでただいまの会長報告

に対するご質問をお受けいたします。なおご質問のある先生方は、挙手と同時に議席番号

とお名前を発言していただきたいと存じます。そののち議長の指名によりご発言をお願い

いたします。ご質問のある方、挙手願います。 

 特にございませんか。よろしいでしょうか。ではご質問がないと受け止めさせていただ

きます。 

 執行部のほうから「（4）その他」でこのほかに追加報告はございますか。井上先生、お

願いいたします。 

○井上総務理事 追加の報告になりますが、先生方の緑色の袋の中に冊子体とペーパーが

入っているかと思います。まず先ほど会長先生からのご報告がありましたが、昨日も会議

が第 1 回の学術講演委員会が行われました。2 枚のもので、「国民が求める歯科医療をめざ

して 今、改めて歯の保存を考える」ということで、平成 25 年度の学術講演会の案内と、

「平成 25 年度学術講演会事前抄録」という冊子体です。 
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 今年は東北地区歯科医師会連合会で、秋田県歯科医師会が当番県、滋賀県、愛媛県、静

岡県で宮地先生と藤本先生、小木曽先生と興地先生、申先生と二階堂先生というかたちで

テーマが組まれています。 

 もう一つ、ピンク色の A4 判１枚のものですが、これは「日本歯科医学会から“日本歯

科医師会入会”のおすすめ」ということで、先ほど髙橋理事からもご説明がありましたが、

3 億 700 万程度、約 90％のお金が日本歯科医師会から入っています。上から６行目、パラ

グラフの三つ目ですが、「日本歯科医学会に所属し活動する専門分科会および認定分科会の

会員は、日本歯科医師会の会員であることが望まれます。会員種別には、正会員と準会員

があります」ということですので、ご一読いただき、日本歯科医学会の会員の先生方が、

日本歯科医師会に入会していただけるようお願い申し上げます。以上です。 

○議長（木村博人君） 執行部、そのほかに追加報告はございませんか。以上をもちまし

て、「日程 7．報告」は終了いたします。 

    ○議事 

    ○第 2号議案 学会顧問の委嘱 

○議長（木村博人君） 引き続き「日程 8．議事」に入りたいと思います。「第 2 号議案 学

会顧問の委嘱」を議題とさせていただきます。提案説明を井上総務理事にお願いいたしま

す。 

○井上総務理事 それでは「第 2 号議案 学会顧問の委嘱」についての提案理由をご説明

申し上げます。先生方のお手元に、やはり A4 判で「第 2 号議案 学会顧問の委嘱」とい

う白い紙が入っています。ここに提案理由、また参考が書いてあるのでご覧いただきたい

と思います。 

 この議案は、日本歯科医学会規程第 10 号の規定に基づき、本学会顧問の委嘱を行うもの

です。本執行部としては、今後の本学会会務の運営の効率性と円滑化を図る観点から歯科

医学、歯科医療に経験豊富な黒﨑紀正先生に顧問を委嘱し、ご就任いただきたいと考えて

おります。また任期については平成 25 年 7 月 1 日より同 27 年 6 月 30 日までの 2 カ年と

なります。以上、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げま

す。 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。それでは「第 2 号議案 学会顧問の委

嘱」についての質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手願います。 
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 ございませんか。ないようでございます。なければここで質疑を打ち切りまして、採決

に入りたいと存じます。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木村博人君） ご異議ないようでございますので、採決いたします。「第 2 号議案 

学会顧問の委嘱」にご賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○議長（木村博人君） ありがとうございます。賛成多数、よって「第 2 号議案 学会顧

問の委嘱」は可決確定いたしました。 

 これで「日程 8．議事」はすべて終了いたしました。 

    ○協議 

○議長（木村博人君） 続きまして「日程 9．協議」に入ります。「（1）会務運営のあり方

について」、執行部よりご説明願います。 

○井上総務理事 それでは「（1）会務運営のあり方について」、「（2）学会の法人化に向け

て」、「（3）その他」の協議についてのご説明を申し上げますが、まず「（1）会務運営のあ

り方について」、先ほど住友会長がスライドを使いまして常置委員会、臨時委員会、総会等

の関連、これは諮問であるということをお話しいたしました。前執行部の案等もあります

し、またさまざまなことを加味して、あり方なども含めて委員会として検討していただき

たいということでした。 

 住友先生のご意向で、ここでできるだけ評議員の先生方からのご意見を頂戴したいとい

うことで、時間をそちらの質疑のほうに割きたいということですので、先ほど会長の発表

のときに質疑がなかったのですが、改めてまず最初に会務運営のあり方ということで、も

しできればスライドをおつけいただければ、見ながらご質問等をいただければと思ってい

ます。 

 ここで詳しく説明するということではなく、先ほどすでに会長先生が、会長先生の諮問

であるということをおっしゃっていますので、その点について、またスライドを含めてご

質問いただければと執行部では思っています。以上です。ご提案もよろしくお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（木村博人君） 先ほどの会長報告のスライドが映写されております。ただいまの

執行部提案に対してご質問をお受けいたします。会務運営のあり方につきまして、ご質問



21 
 

のある方は挙手願います。特にございませんか。 

 それでは「（2）学会の法人化に向けて」について執行部よりご提案、ご説明願います。 

○井上総務理事 これもまったく会長先生のお話のとおりで、前執行部からの案等もあり

ます。そしてその法人化について、図で言うと一番右側の上にあります学会のあり方検討

協議会で検討いただき、議論していただきたいというご提案があったかと思います。この

点についてこちらの執行部のほうにご質問があればということかと思いますので、よろし

くお願いします。 

○議長（木村博人君） ただいま「（2）学会の法人化に向けて」について執行部よりご説

明がございました。同じくご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手願い

ます。よろしくお願いします。 

○住友会長 日本医学会の規程の中にどういう書き込みがあるかというと、日本医学会、

確か 119 の分科会があると思いますが、ここは来年の 4 月をもって法人化のほうに進むと

いうことで、もう各分科会に会員数に応じた負担金を請求しています。その日本医学会と

日本歯科医学会は現在の規程では大きく違うところがあります。 

 それは先ほど言いましたが、日本医学会は「各分科会をもって会員とする」となってい

ます。ただ日本歯科医学会は「各分科会の会員をもって会員とする」となっています。で

すから現在の規程では個人個人ということがあります。そうすると、たとえば学会分科会

から会費を納めればいいということと、個人が会員となっているというところがあって、

これも検討課題です。もし同じように分科会のほうが望ましいとすれば、ここでまたそう

いう規程の改定も必要になってきます。 

 こういうことを踏まえて、皆さん方から今後ご意見をいただきたい。今日もしご意見が

なくても、もう受け付けないのではなくて、学会宛て、私個人の名刺にはメールアドレス

がありますので、また何らかのかたちで皆さん方にお知らせができれば、いろいろのご意

見をいただきたいと思います。ですから本当にできるか、できないかも含めて、そういう

具体的な検討に入ります。そのメンバーは、すでに一応承諾を得る段階に来ていますが、

もちろん法曹界の人も含めて本格的に取り組んでいくということで、そういうことに長け

た人、情報を持っておられる方に委嘱をしようと思っています。以上です。議長、ありが

とうございました。 

○議長（木村博人君） ありがとうございます。会務運営のあり方、学会の法人化に向け

て、評議員の先生方から何かご意見等はございますか。 
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 それでは「（3）その他」ですが、執行部から何かございますか。住友先生、どうぞ。 

○住友会長 今日 8 月 6 日が今年の第 1 回の評議員会になります。通しで 90 回です。こ

の日本歯科医学会の規程の中で、「第 4 章会議」、「第 1 節評議員会」、その第 13 条に「評議

員会は、毎年 2 回、2 月、8 月に学会会長がこれを招集する」と書いてあります。したがっ

て原則 2 月、8 月ですから、これは今日 8 月 6 日に開催していることは、これに合ってい

るわけです。しかし従前、いろいろなこともあったのだと思いますが、7 月の半ばにこの

評議員会を開催しています。それはどういうかたちで月を変えてできるかというと、ただ

し書きがあって、「時宜によりその時期を変更することができる」と書いてあります。状況

によって変えられるということです。 

 現在のこのスタートが 7月 1日から 6月 30日というサイクルになっていることもあり、

また先ほどの会計報告でもあったように、日本歯科医師会の会計年度が 4 月 1 日から 3 月

31 日、いわばそこに非常に齟齬があります。それらも踏まえて私は 2 月と従前の 7 月半ば

と考えています。これについては今後また検討し、皆様方からのご意見もいただこうと思

いますが、次期の開催を 2 月、そしてその次の 1 年後の開催は 7 月半ばと、一応予定を考

えています。これについてもご意見がありましたらお願いいたします。議長、ありがとう

ございました。 

○議長（木村博人君） ただいまのお話も含めまして、評議員の皆様から何かご質問、ご

提案、ご意見等ありましたら、挙手をお願いいたします。ございませんか。ではご提案等

はないようですので、これをもって協議を終了いたします。 

 以上をもちまして第 90 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を賜り、円滑なる議事の進行が図れましたことを佐藤副議長ともど

も深く感謝申し上げます。 

    ○閉会の辞 

○議長（木村博人君） それでは閉会の辞を今井副会長にお願いいたします。 

○今井副会長 副会長を仰せつかっております独協医科大学口腔外科学講座の今井でござ

います。先ほども会長先生がおっしゃっておられましたが、新執行部が始まって初めての

評議員会でした。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。お陰さまでスムーズに審議が運び、本会議では評議員会議長および副議長を選出

いただき、新しい議長および副議長の下、学会顧問の委嘱についてご承認をいただきまし
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た。 

 私ども新執行部はこれからの 2 年間、会務運営に全力を傾注してまいる所存でございま

す。今後とも先生方の深いご理解とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

 本日は大変貴重なお時間を割いていただきましたこと、改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。本日はどうもありがとうございました。 

 

午後 3 時 30 分閉会 

 

 

 

 

第 90 回評議員会 

            議事録署名人    古 谷 野       潔   ㊞ 

 

               同       腰   原   偉   旦   ㊞ 

 


