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日本歯科医学会第 92回評議員会議事録 
 

○日 時 平成 27 年 2 月 23 日（月） 

     午後 2 時開会、同 5 時 29 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     住友雅人 外 29 名 

 

    ◯会議の成立 

◯議長（木村博人君） 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、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、点呼をお願いします。 

（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 名中、出席評議員 59 名、欠席評議員

1 名、以上でございます。 

◯議長（木村博人君） ただいま事務局よりご報告されたとおり、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。したがって、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した。 

 ただいまより第 92 回評議員会を開会いたします。 

 初めに、昨年 2 月 24 日に開催いたしました第 91 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、一礼の後、ご着席いただきたいと存

じます。11 番、古郷評議員。13 番、齋藤評議員。17 番、早川評議員。18 番、宇尾評議員。

19 番、奥村評議員。23 番、牧評議員。36 番、佐藤評議員。37 番、那須評議員。ありがと

うございます。 

 また、本日、予備評議員の方々が出席されています。6 番、馬場評議員。20 番、倉林評

議員。27 番、吉田評議員。58 番、窪評議員。59 番、藤田評議員。ありがとうございます。

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。 
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    ◯開会の辞 

◯議長（木村博人君） それでは日程に従い、「開会の辞」を松村副会長にお願いいたしま

す。 

◯松村副会長 皆さん、こんにちは。評議員の先生方には公務ご多忙のところをご参集い

ただきまして、ありがとうございます。 

 本日は本年度の定例評議員会を開催させていただきます。本日の議題といたしましては、

日本歯科医学会専門分科会承認基準の一部改正、平成 27 年度日本歯科医学会事業計画、

ならびに学会会計、および第 23 回日本歯科医学会学術大会会計収支予算、任期満了に伴

う学会役員選挙、認定分科会への登録に関する件、これに伴う学会規程の一部改正と、非

常に重要な案件が多く上程されております。また、本学会最高の顕彰であります平成 26

年度日本歯科医学会会長賞の授賞式が執り行われます。 

 どうぞ慎重なご審議を賜りますようお願い申し上げまして、第 92 回評議員会の開催の

挨拶とさせていただきます。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。 

    ◯議事録署名人の指名 

◯議長（木村博人君） 次に「議事録署名人の指名」ですが、議長より指名させていただ

きます。12 番、清水評議員。55 番、三代評議員。以上 2 名の評議員の先生方にお願いい

たします。 

 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、日程を一部変更し、「日程 6．報告」に入り、「（5）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が、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） ご異議がないようですので、日程を変更し、報告事項に入ります。 

    ◯報告 

◯議長（木村博人君） 「日程 6．報告」の「（5）理事の選任（変更）について」のご報

告を井上総務理事よりお願いいたします。 

◯井上総務理事 それでは最初に、先生方の机上に配布しております資料の確認を事務局
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からお願いいたします。 

◯事務局 それでは事務局より、本日配布しております資料のご説明を申し上げます。ま

ず鶯色の封筒で右肩に当日資料と付されている資料について、その中身を開けていただき

まして、A4 で表裏の日程がございます。次にブルーの表紙の資料で、日本歯科医学会第

92 回評議員会資料がございます。 

 机上に配布した資料の説明ですが、ピンク色の表紙で、平成 26 年度日本歯科医学会会

長賞授賞式次第がございます。2①は「世界会議 2015」のリーフレットでございます。4

②は差し替え資料ですが、第 23 回日本歯科医学会学術大会会計収支決算書でございます。 

 次に日本歯科医学会会長報告の資料でございます。資料番号 7①は公開フォーラム「口

から食育を考える」のリーフレットでございます。7②は「PMDA との連携を基に臨床研

究項目の薬事承認を目指すための研修会」のリーフレットでございます。最後に右肩に追

加と記載がありますが、第 3 号議案の追加資料でございます。 

 なお、議案ならびに資料 8 については、本評議員会の開催に先立ちまして、評議員の先

生方、役員の先生方に事前にメールでお送りしております。以上でございます。 

◯井上総務理事 ありがとうございます。それでは報告事項「（5）理事の選任（変更）に

ついて」のご報告をいたします。表紙がブルーの資料でございます。資料番号 5、通し番

号 39 ページをお開きください。「報告事項 学会理事の選任（変更）について」でござい

ます。日本歯科医学会規程第 6 条第 3 項の規定に基づき、日本矯正歯科学会、日本歯科理

工学会、日本歯科放射線学会および日本臨床口腔病理学会から、指名理事の交代の申し出

がございました。それにより、日本矯正歯科学会の石川博之先生、日本歯科理工学会の米

山隆之先生、日本歯科放射線学会の金田隆先生、日本臨床口腔病理学会の仙波伊知郎先生

が理事に就任されましたことをご報告申し上げます。なお、任期は学会規程第 6 条第 5 項

の規定により、平成 27 年 6 月 30 日までとなります。以上です。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございます。以上ご説明のとおり、「日程 6．報告」の

「（5）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井上総務理事よりお願いいたしま

す。 

◯井上総務理事 それでは石川博之先生をご紹介申し上げます。日本矯正歯科学会より日

本歯科医学会理事として指名されました石川先生は、日本矯正歯科学会の理事長であられ、

福岡歯科大学の教授でいらっしゃいます。石川先生、よろしくお願いいたします。 
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◯石川理事 このたび理事を仰せつかりました日本矯正歯科学会の石川博之でございます。

会のため一生懸命努力してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。（拍手） 

◯井上総務理事 ありがとうございます。続きまして米山隆之先生をご紹介申し上げます。

日本歯科理工学会より日本歯科医学会理事として指名されました米山隆之先生は、日本歯

科理工学会の理事長であられ、日本大学歯学部教授でいらっしゃいます。よろしくお願い

いたします。 

◯米山理事 このたび理事に就任させていただきました日本歯科理工学会の米山と申しま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

◯井上総務理事 ありがとうございます。続きまして金田隆先生をご紹介申し上げます。

日本歯科放射線学会より日本歯科医学会理事として指名されました金田先生は、日本歯科

放射線学会の理事長であられ、日本大学松戸歯学部教授でいらっしゃいます。よろしくお

願いいたします。 

◯金田理事 日本歯科放射線学会の金田と申します。このたび理事を仰せつかりまして、

先生方とともにぜひ盛り上げていきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。

（拍手） 

◯井上総務理事 ありがとうございます。続きまして仙波伊知郎先生をご紹介申し上げま

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仙波先生は、日

本臨床口腔病理学会の理事長であられ、鹿児島大学歯学部教授でいらっしゃいます。よろ

しくお願いいたします。 

◯仙波理事 日本臨床口腔病理学会の仙波でございます。このたび理事にご指名いただき

ました。今後ともこの会のために尽力したいと思っております。よろしくお願いいたしま

す。（拍手） 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。 

    ◯物故会員に対する黙祷 

◯議長（木村博人君） 続きまして「日程 3．物故会員に対する黙祷」に移りたいと思い

ます。今月 11 日に逝去されました第 23 回日本歯科医学会総会会頭であり福岡学園理事長

でありました田中健藏先生をはじめ、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。ご起立をお願いいたします。 

 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。ご着席ください。 

    ◯挨拶 

◯議長（木村博人君） 引き続き「日程 4．挨拶」に入ります。住友会長、ご挨拶をお願

いいたします。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長、住友雅人でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 1 年ぶりの評議員会でございます。この時期、いろいろなところで足元の悪いところも

ございますが、皆様ご参集いただきまして無事に第 92 回の評議員会が開催されましたこ

とを心から御礼申し上げます。 

 この 1 年間、学会にもいろいろな出来事がございました。先ほど物故会員の中で名前が

挙がりました第 23 回日本歯科医学会総会会頭の田中健藏先生が逝去されましたことは非

常に大きな出来事でした。田中先生には今年の 1 月 16 日の理事会にご出席いただきまし

て、歩くのが少々ご不自由な感じではございましたが、しっかりと理事の先生方に挨拶し

ていただきました。まさかこのようなことが起こるとは思いませんでした。 

 田中先生はご存じのように、かなりわがままなことを私にも申されました。でも細かな

ところに気づかれて、いろいろなアイデアを出されました。あの子どもっぽい、にこっと

した笑顔にほだされて、私も先生の言うことを一生懸命聞いて、ぜひ第 23 回の九州の地

で初めて行われる総会を大いに盛り上げて皆さん方に喜んでいただこうというところでご

ざいました。それはかないませんでしたが、その先生の遺志を受け継いで、準備委員会の

皆様方、そして学会としてもご支援申し上げ、参加してよかったなと思われる第 23 回の

総会を開催したいと存じます。 

 さて、新しく会頭をお願いすることになりましたが、福岡学園に推薦をお願いしてあり

ます。3 月の中頃にご推薦いただくことになっており、委嘱申し上げ、その新しい会頭と

ともに準備に邁進していこうと思っております。 

 ますます総会を中心とし、また各委員会での事業内容の進展、進捗というもので歯科界

活性化のために、日本歯科医学会、頑張っておりますので、ご支援のほどお願い申し上げ

ます。本日はこの評議員会にご出席いただきまして、まことにありがとうございました。

（拍手） 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。次に日本歯科医師会会長、大久保満男
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先生にご挨拶いただきたいと存じます。それでは大久保会長、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。本日は日本歯科医学会

の第 92 回評議員会が先生方ご出席の下に開催されましたことを、日本歯科医師会を代表

して心からお喜び申し上げます。また平素は私ども日本歯科医師会の会務に多大なるご支

援を賜りますことも併せて御礼申し上げます。 

 本日の協議題にあるように、いままでももちろん日本歯科医学会と日本歯科医師会は、

いわば学術団体というベースを基に、さまざまな連携をしてまいりました。しかし日本歯

科医師会が新しい公益社団法人に移行するにあたり、国の事業計画も含めて、きわめて厳

しい制限がスタイル、形、枠組みに求められます。その枠組みの中で日本歯科医学会と日

本歯科医師会の関係をどのように変えていくのかがいま大きな課題になっています。協議

題で説明があるということでご協議いただきますが、私どももつい先般、都道府県の会長

会でこの説明をし、また来月開かれる代議員会でも説明してまいりたいと思います。 

 学術団体としての日本歯科医師会というのは、例えばここにいらっしゃる大学の先生方

のように、歯科医師会の中に研究の現場があるわけではありません。あるいは研究をし、

論文を書くことを目的にしているわけでもありません。私ども日本歯科医師会の最大の仕

事は、わが国の医療の方向性、その大きな枠組みを示し、それを都道府県歯科医師会とと

もに具体的に全国に実践していくということです。特に日本の場合には公的医療保険、つ

まり国民皆保険というシステムの中で、私どもは国の政策に否応なく絡め取られる。そこ

でどのように国と対峙し、議論し、歯科医療の専門家としての考えを出していくのか、そ

れが最も大きな日常の仕事です。 

 ただ、そのためには学術的なベースがなければ、単なる歯科医師会あるいは会員のエゴ

というかたちで物事を捉えられたときには、国民からも政府からも政治家からも信頼を得

ることができません。つまり学術的であることが私どもの政策の大きなベースになってい

る、そしてそこで日本歯科医学会との連携がきわめて大切になってくる、そんなふうにお

考えいただきたいと思っております。 

 先ほど申し上げた公益社団として、そのハードルを乗り越えるために、一つの形、フォ

ームをつくらなければならない、それが今回の一番大きな焦点です。私ども日本歯科医師

会の会員も可能な限り各専門分科会の会員として先生方と一緒に仕事をしたいし、同時に

先生方も日本歯科医師会の会員になり、私どもと一緒にこの大変厳しい時代を乗り越える

努力をしなければならない。そのことは先生方も含め、歯科大学も含め、歯科界に身を置
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くすべての者にとって大きな試練であり、またそれを乗り越えることによって国民に適切

な歯科医療を提供できる、そういう信念の下で先生方、学会とともに歩んでまいりたいと

思いますので、今日の協議をよろしくお願い申し上げます。 

 もう 1 点、来月 13 日から 3 日間、世界会議が開催されることになりました。ご承知の

ように、わが国は高齢社会の文字どおりトップランナーです。欧米諸国に比べて数倍の速

さで高齢化が進行しています。2025 年は人数の最も多い団塊の世代が全部 75 歳以上にな

ります。そしてその方々はほとんど核家族で、早くパートナーを亡くして 1 人で暮らす方々

が都会の中に一気に増えてきます。70 歳以上の高齢者ばかりという団地も出てくる。そう

いう中で私ども日本歯科医師会は、高齢者の健康を歯科医療としてどう守っていくのかを

大きな政策の柱として掲げてまいりました。 

 一昨年、トルコのイスタンブールの FDI で 1 時間の時間をいただいて特別講演をさせて

いただきました。そこで世界会議の構想を発表したところ、世界各国からぜひ日本にやっ

てほしいという要望がたくさんあり、具体的なプランを進めてまいりました。WHO も生

活習慣病予防部長のベッチャー先生が、講演も含めてこの世界会議に興味を寄せられて来

日されます。当初は高齢化の深刻であった 10 カ国程度の参加国が、生活習慣病を高齢化

対策の一つとして掲げたことによって、40 カ国近い参加国に増えました。 

 3 日間の議論、膨大な領域ですので、どこまで議論が尽くせるのかわかりません。しか

し、私ども歯科医師が地球上のすべての人々、特に高齢者にどのような歯科医療を提供す

ることによって人類の健康を守ることができるのかというきわめて大それた考えですが、

理想は大きく持ったほうがいいと思っておりますので、その具体的な方策について議論を

し、最後には東京宣言を発表することになっています。多くの先生方のご参加をお待ちし

ております。 

 実は、これは私どもの第一歩です。これを基に日本で具体的にどのように方針を進めて

いくのか、さらにこれを受けて世界各国がどのようなかたちで高齢者の歯科医療を提供し

ていくのか。この第一歩が非常に大きな第一歩であることを望んでおります。 

 私はこの 1 回目で切れてもしょうがないと思っていました。ところが FDI が、いままで

高齢者の医療をどうするかという部門はなかったのですが、特別委員会をつくり、2 回目

をやることが決定しているようです。私はこの 6 月で会長を辞めて、辞めた後は一介の会

員として田舎に引っ込みたいと思っておりますから、ヨーロッパでやっていただくことに

すべて任せたいと思いますが、とにかくこれが大きな起爆剤になり、世界中のさまざまな
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国々でこの問題が議論されることを祈っております。先生方にもぜひご参加いただきたい

と思います。 

 なお、私は 6 月で任期が切れますので、評議員会でのご挨拶はこれが最後になります。

9 年間の会長在任中は大変お世話になりましたことを心から御礼申し上げまして、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（木村博人君） ありがとうございました。 

    ◯平成 26年度日本歯科医学会会長賞授賞式 

◯議長（木村博人君） それでは「日程 5．平成 26 年度日本歯科医学会会長賞授賞式」を

執り行いたいと存じます。これより設営いたしますので、しばらくの間お待ちいただきた

いと存じます。 

（授賞式場設営） 

◯議長（木村博人君） 設営が終了したようですので、執行部、よろしくお願いいたしま

す。 

◯松村副会長 ただいまから平成 26 年度日本歯科医学会会長賞授賞式を執り行います。

受賞者の皆様が会場に入場されます。どうぞ盛大な拍手でお迎えいただきたく存じます。

入場でございます。（拍手） 

 本日、学会会長賞を受賞されます先生方のご功績について、井上総務理事より功績発表

を行います。井上総務理事、よろしくお願いいたします。 

◯井上総務理事 ただいまから本学会最高の顕彰であります平成 26 年度日本歯科医学会

会長賞受賞者のご功績を発表させていただきます。 

 まず日本歯科医学会会長賞授賞基準第 3 条一号「歯科医学・医術の研究に成果を収め歯

科医学・医療の向上に特に顕著な貢献があったと認められる者」に該当する受賞者は、山

田好秋先生、山根源之先生、赤川安正先生でございます。 

 続きまして同授賞基準第 3 条二号「歯科医学教育に 30 年以上従事し、その向上に特に

著しい功績があったと認められる者」に該当する受賞者は、福田仁一先生、向井美惠先生、

出口眞二先生でございます。 

 続きまして同授賞基準第 3 条三号「地域歯科医療に 30 年以上従事し、地域において指

導的な役割を担い、地域社会の歯科保健衛生の向上に著しい功労があったと認められる者」

に該当する受賞者は、渡邉洋夫先生でございます。 
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 平成 26 年度日本歯科医学会会長賞の受賞者は以上 7 名の先生方でございます。すでに

評議員の先生方におかれましては、この顕彰ならびに会長賞制定の趣旨はご存じのことと

思いますので、早速、受賞者決定に至るまでの経緯について簡単にご報告申し上げます。 

 本学会では、日本歯科医学会会長賞授賞基準に基づき、専門分科会代表者、認定分科会

代表者、歯科大学学長、大学歯学部長、日本歯科医師会会長よりご推挙いただきました候

補者について、本学会顕彰審議会において慎重審議を重ね、その答申を受け、第 11 回常

任理事会ならびに第 5 回理事会において厳正なる協議のうえ、受賞者を決定いたしました。 

 受賞者のご功績の概要についてはお手元に配布しておりますピンク色の冊子をご覧いた

だきたいと思います。各受賞者のご功績を簡単にご紹介させていただきます。 

 山田好秋先生は、新潟大学歯学部長および副学長を歴任され、現在、東京歯科大学客員

教授でいらっしゃいます。先生は一貫して、咀嚼・嚥下の神経メカニズムの研究に従事さ

れました。その研究の特徴は、独自に開発した下顎運動記録装置と電気生理学的な手法を

併用し、咀嚼・嚥下の動作学的な解析と生体信号解析を融合させたことにあります。また

嚥下誘発メカニズムに関する一連の研究は、嚥下機能障害者のリハビリや治療を念頭に置

いた神経生理学研究としては、世界に先駆けて行われたものと言えます。本学会において

も、理事、評議員、各種委員会委員を歴任され、会務の運営にご尽力されました。 

 続きまして山根源之先生は、現在、東京歯科大学名誉教授でいらっしゃいます。東京歯

科大学では、オーラルメディシン講座の主任教授として、オーラルメディシンならびに老

年歯科医学の研究、臨床、教育の発展に専心されました。先生は全国各地の歯科医師会に

て、「老年歯科医学についてのエビデンスに基づいた取り組み」に関する講演や情報発信を

続け、多くの歯科医師や関連職種および行政等に今日の老年歯科医学研究の裾野を広げ、

その発展に大きく貢献されました。本学会においても、理事、評議員、各種委員会委員等

を歴任され、会務の健全な運営にご尽力されました。 

 続きまして赤川安正先生は、広島大学歯学部附属病院長等を歴任され、現在、奥羽大学

長でいらっしゃいます。先生は歯科補綴学とその関連分野において、新しい領域である口

腔インプラント学や高齢者歯科学で世界をリードする優れた先端的研究を進められました。

先生がインプラント研究をリードし、歯科補綴学が健康長寿に大きく貢献できることを世

界に先駆けて提示された功績はまことに大なるものがあります。本学会においても、常任

理事、評議員、各種委員会委員を歴任され、会務の健全な運営にご尽力されました。 

 続きまして福田仁一先生は、九州歯科大学理事長および学長を歴任され、現在、新百合
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ヶ丘総合病院歯科口腔外科研究所所長として活躍されています。先生は九州歯科大学にお

いて、歯科医学教育ならびに研究者の指導に従事され、多くの優秀な人材を育成されまし

た。大学の教育に役立つ研究の推進として、学長の持つ研究費を重点配分する制度を設け、

研究面において分野や講座の垣根を超えた研究を後押しするのをかたちの一つとし、研究

の質の向上に努められました。本学会においても、常任理事、評議員を歴任され、会務の

円滑な運営にご尽力されました。 

 続きまして向井美惠先生は、大阪歯科大学をご卒業後、昭和大学歯科病院スペシャルニ

ーズ歯科センター長を経て、現在、ムカイ口腔機能研究所所長としてご活躍中でございま

す。先生は口腔機能の研究・教育に従事され、特に障害児の口腔機能の獲得、高齢者の口

腔機能の回復により「食べる」という QOL の向上に多大な貢献をされました。また摂食・

嚥下リハビリテーション分野のパイオニアであり、歯科医学研究のみならず、広く障害者

や高齢者福祉、特殊教育の分野にまでその功績を残されました。本学会においても、常任

理事、理事、評議員を歴任され、会務の健全な運営にご尽力されました。 

 続きまして出口眞二先生は、神奈川歯科大学副学長等を歴任され、現在、横浜歯科技術

専門学校歯科診療所院長でいらっしゃいます。先生は歯科医学教育において、臨床基礎実

習へ PBL を導入することにより、歯学部学生の歯周病の診断能力と治療計画作成能力の

向上、さらには大学院生の教育に寄与されました。また大学基準協会委員として、学校法

人の教育にかかわるすべての項目を審査、評価することで、教育の質向上に貢献されまし

た。本学会においても、評議員、各種委員会委員を歴任され、会務の円滑な運営に努めら

れました。 

 最後に渡邉洋夫先生でございますが、東京歯科医師会副会長や日本歯科医師会代議員を

歴任されました。先生は東京都歯科医師会入会以来、地域住民の歯科診療に従事するかた

わら、地域において指導的な立場から公衆衛生の向上に多大な貢献をされました。先生は

東京都福祉保健局ならびに上野動物園とともに歯の衛生週間行事に参画し、「歯の衛生週間」

の意義を十分に認識啓発させ、口腔衛生に関する正しい知識を普及させました。さらに東

京都歯科医師会副会長として、東京都立口腔保健センターの円滑な運営がなされるよう

日々努力され、都民の心身障害者歯科医療の確立のため、東京都福祉保健局と有機的連携

を保ちながら、心身障害者の健康づくりから疾病の予防、治療およびリハビリテーション

までの包括的医療を進められました。多方面にわたり地域歯科医療の普及向上にご尽力さ

れ、その功績はまことに大なるものがございます。 
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 以上、受賞者の功績発表といたします。 

◯松村副会長 どうもありがとうございました。ここで受賞者の皆様方に、住友会長より

お祝いの言葉を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

◯住友会長 先生方、このたびの顕彰のご栄誉、まことにおめでとうございます。今年も

多くの方々の会長賞への推挙がございました。顕彰審議会は相当苦労したと伺っておりま

すが、先生方はそれぞれの専門分野でのご功績、そして当日本歯科医学会へのご協力、ご

貢献というところで会長賞を受け取っていただけると思います。まだまだこれから歯科界

活性化のためにご尽力いただきたいと心から願っております。本日はまことにおめでとう

ございました。 

◯松村副会長 ありがとうございました。これより顕彰状ならびに勲章の贈呈を行います。

まず授賞基準第 3 条一号に該当する歯科医学・医術の研究の発展にご貢献されました山田

好秋先生、どうぞ前へお進みください。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。山田好秋殿。あなたは歯科医学・医術の研究に多大

な成果を収め、歯科医学・医療の向上に顕著な貢献がありました。よってここにその功績

を讃え、日本歯科医学会会長賞を贈り、これを表彰いたします。平成 27 年 2 月 23 日。日

本歯科医学会会長、住友雅人。おめでとうございます。（拍手） 

◯松村副会長 続いて山根源之先生、前へどうぞ。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。山根源之殿。あなたは歯科医学・医術の研究に多大

な成果を収め、歯科医学・医療の向上に顕著な貢献がありました。よってここにその功績

を讃え、日本歯科医学会会長賞を贈り、これを表彰いたします。平成 27 年 2 月 23 日。日

本歯科医学会会長、住友雅人。おめでとうございます。（拍手） 

◯松村副会長 続いて赤川安正先生、前へどうぞ。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。赤川安正殿。あなたは歯科医学・医術の研究に多大

な成果を収め、歯科医学・医療の向上に顕著な貢献がありました。よってここにその功績

を讃え、日本歯科医学会会長賞を贈り、これを表彰いたします。平成 27 年 2 月 23 日。日

本歯科医学会会長、住友雅人。おめでとうございます。（拍手） 

◯松村副会長 続いて授賞基準第 3 条二号に該当する歯科医学教育の向上に多大なご貢献

をされました福田仁一先生、前へどうぞ。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。福田仁一殿。あなたは歯科医学教育に 30 年以上従

事し、その向上に特に顕著な貢献がありました。よってここにその功績を讃え、日本歯科
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医学会会長賞を贈り、これを表彰いたします。平成 27 年 2 月 23 日。日本歯科医学会会長、

住友雅人。おめでとうございます。（拍手） 

◯松村副会長 続いて向井美恵先生、前へどうぞ。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。向井美恵殿。あなたは歯科医学教育に 30 年以上従

事し、その向上に特に顕著な貢献がありました。よってここにその功績を讃え、日本歯科

医学会会長賞を贈り、これを表彰いたします。平成 27 年 2 月 23 日。日本歯科医学会会長、

住友雅人。おめでとうございます。（拍手） 

◯松村副会長 続いて出口眞二先生、前へどうぞ。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。出口眞二殿。あなたは歯科医学教育に 30 年以上従

事し、その向上に特に顕著な貢献がありました。よってここにその功績を讃え、日本歯科

医学会会長賞を贈り、これを表彰いたします。平成 27 年 2 月 23 日。日本歯科医学会会長、

住友雅人。おめでとうございます。（拍手） 

◯松村副会長 続いて授賞基準第 3 条三号、地域歯科医療の向上に多大なるご功績を残さ

れました渡邉洋夫先生、前へどうぞ。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。渡邉洋夫殿。あなたは地域歯科医療に 30 年以上従

事し、その歯科保健衛生の向上に著しい貢献がありました。よってここにその功績を讃え、

日本歯科医学会会長賞を贈り、これを表彰いたします。平成 27 年 2 月 23 日。日本歯科医

学会会長、住友雅人。おめでとうございます。（拍手） 

◯松村副会長 ありがとうございました。それでは、ただいま受賞されました先生方を代

表し、渡邉洋夫先生より謝辞を頂戴いたします。渡邉先生、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

◯渡邉洋夫君 謝辞。ただいまご紹介いただきました東京都の渡邉と申します。今回の日

本歯科医学会会長賞受賞者の中で最も年長者ということで、私に謝辞の大役が回ってきた

ものと理解しておりますが、受賞者 7 名を代表し、一言お礼を申し上げます。 

 このたびは図らずも歴史と伝統ある日本歯科医学会の最も権威ある会長賞受賞の栄に浴

しましたことは私ども受賞者一同この上ない名誉なことであり、大変感激しております。

ここにつつしんで住友学会長をはじめ関係各位に心からお礼を申し上げます。本日のこの

感激は私の終生忘れることのできないものでありますが、今回の受賞を肝に銘じ、今後一

層地域社会の歯科保健衛生の普及と向上のため、微力ながら貢献できますよう努力してま

いりたいと考えております。何とぞ今後とも格別なるご指導とお力添えを賜りますようお
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願い申し上げる次第です。 

 終わりに臨み、日本歯科医学会ならびに日本歯科医師会のますますのご発展と会員の皆

様方のご活躍を心からお祈り申し上げまして、はなはだ意を尽くしえませんが、お礼の言

葉といたします。本日はまことにありがとうございました。平成 27 年 2 月 23 日。受賞者

代表、渡邉洋夫。（拍手） 

◯松村副会長 渡邉先生、ありがとうございました。受賞されました先生方、まことにお

めでとうございます。先生方の今後ますますのご健勝、ご活躍を祈念申し上げます。 

 以上をもちまして授賞式の日程を終了いたしました。それでは受賞されました先生方が

退場されます。拍手をもってお見送りくださいませ。（拍手） 

 これをもちまして平成 26 年度日本歯科医学会会長賞授賞式を終了いたします。ご協力

ありがとうございました。 

◯議長（木村博人君） 松村副会長、ありがとうございました。それでは場内整理をいた

しますので、ここで 10 分間、休憩したいと存じます。 

 

（休憩） 

    ◯報告 

◯議長（木村博人君） それでは休憩を解き、会議を再開いたします。ご着席ください。

「日程 6．報告」に入りたいと存じます。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 会務報告を行います。お手元の資料、青い冊子体をご覧ください。資料

番号 1、通し番号の 1 ページからでございます。この学会関係報告は、平成 26 年 2 月 24

日より今年の 2 月 18 日までという 1 年間の会務報告でございます。 

 まず昨年、第 91 回評議員会が開催され、1 号議案として日本歯科医学会規程の一部改正、

2 号議案として日本歯科医学会専門分科会承認基準の一部改正、3 号議案として平成 26 年

度事業計画、4 号議案として平成 26 年度学会会計収支予算、5 号議案として平成 26 年度

第 23 回日本歯科医学会学術大会会計収支予算、これらをすべて可決確定していただきま

した。 

 こちらから枚数が非常にたくさんございます。日本歯科医学会には常置委員会、臨時委

員会、理事会、常任理事会、また月に 1 度、会長、副会長、総務理事、会長指名理事が集



14 
 

まった学会の役員打ち合わせを開催しております。それらが一覧となって出ておりますの

で、お目通しいただければと思います。 

 いま申し上げました常置委員会、臨時委員会、常任理事会、理事会、役員会のほかに、

特記すべき事項を少し挙げさせていただきますと、6 ページ目をご覧いただきたいと思い

ます。6 ページ目の下のほうの 7 月 9 日の水曜日、第 8 回常任理事会が開催されておりま

すが、その同日、日本歯科医学会と一般社団法人日本歯学系学会協議会幹部との意見交換

会が開催されております。 

 また 7 ページの中段ですが、7 月 31 日には、平成 26 年度日本歯科医学会第 1 回ワーク

ショップが開催されております。 

 続きまして 8 ページのちょうど真ん中ですが、8 月 30 日、第 30 回「歯科医学を中心と

した総合的な研究を推進する集い」が開催され、8 題の口頭発表、ポスター発表が行われ、

参加者は 90 名でございました。 

 次に 10 ページを開いていただきまして、10 月 23 日の項目でございます。こちらで最

初に大久保会長からご発言がございましたが、学会のあり方ということで、法人化につい

て各分科会へのパブリックコメントを頂戴するといったことがありました。 

 それから 11 ページの 12 月 2 日ですが、今年の 6 月末で役員任期が終わります。学会の

第 1 回選挙管理会が開催されております。 

 12 ページでございます。12 月 17 日をご覧いただきたいと思いますが、学会の第 4 回あ

り方検討協議会が開催され、答申書が作成された。学会を法人化するにあたり、どのよう

なことかという諮問事項に対する答申書でございます。 

 それを受けて、13 ページの 12 月 25 日の木曜日ですが、第 10 回臨時常任理事会が開催

され、日本歯科医学会の法人化の移行について検討が行われました。 

 年が明けて 1 月 8 日、ここでは日本歯科医師会と学会役員の会務運営にかかわる連絡協

議会が開催され、一般社団法人日本歯科医学会の設立について、日本歯科医師会、日本歯

科医学会の間での協議が行われたということでございます。 

 このような流れの中で、先ほど申しましたように、各種委員会、理事会、常任理事会、

役員会が行われております。 

 最後に 17～18 ページには、平成 27 年度の日本歯科医学会専門分科会総会一覧、日本歯

科医学会認定分科会総会一覧がございます。以上でございます。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。続きまして本年 3 月 13 日（金）～15
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日（日）の 3 日間、東京国際フォーラムで開催されます世界会議 2015 について、住友会

長より準備状況報告および参加のご案内をお願いいたします。 

◯住友会長 先生方の机上配布ですが、2①世界会議 2015、グリーンのパンフレットをご

覧になってください。これはすでにポスター等でご案内申し上げているのでおわかりだと

思いますし、今日の大久保会長のご挨拶でもございました。3 月 13～15 日、主催は日本

歯科医師会、日本歯科医学会、8020 推進財団、日本歯科商工協会。われわれも主催者でご

ざいます。 

 27 ページをお開けください。世界会議の事前参加登録者でございます。日本歯科医師会

会員、この方々は日本歯科医学会会員でもあるのですが、656 名に登録していただいてお

ります。日本歯科医学会の専門分科会と認定分科会で 184 名の登録がございます。ちょう

どこの期間は IADRと重なり、関係者はどうしても IADRへの参加になろうと思いますが、

ぜひ多くの学会会員、特に分科会会員の方々にこの世界会議に出ていただきたいと思って

おります。 

 このグリーンの資料のように、当日参加が可能でございます。当日受付を設けますので、

そこでお申し込みいただければ、世界会議 2015 に参加できるということです。大久保会

長も言っておられましたように、これをもって日本からソフト、ハードを世界に、特に高

齢者の歯科医療、口腔保健について発信したいという強い気持ちがございます。ぜひご参

加のほどお願い申し上げます。 

 中島先生、何かございましたらお願いいたします。 

◯中島常任理事 歯科医師会で世界会議の担当をしております中島と申します。いま住友

会長、また冒頭で大久保会長からご案内させていただきましたのでご承知おきかと思いま

すが、今日のご挨拶等々から、ややもすると日本が世界に発信するだけの会議と取られが

ちでございます。しかし、「健康寿命延伸のための歯科医療・口腔保健」というのは日本国、

国を挙げての施策と認識しております。 

 その中にあって歯科の対応が問われているということは先生方ご承知のとおりであり、

それを海外に発信するのもそうなのですが、広くわれわれ日本国の中の歯科業界全体の一

致を図るというところも大きな目論見の一つでございます。学会ならびに歯科医師会、も

しくは産業界の商工会、厚生労働省、器材の開発などにかかわる経済産業省等々にもかか

わっていただいた中でこれを発信する意義の重さを皆さんにお伝えいただければありがた

いと思います。 
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 この中で発表される声明が、いま作成中ではありますが、それを表すものと思いますし、

同時に、この日はいままで求められていたエビデンスをまとめたものを発行いたします。

これがいろいろな折衝をしていく中でエビデンス集として使用頻度が高まれば、また厚労

等々の裏付けを持ったエビデンス集として捉えていただければ、いままで壁になっていた

ものを打開する一歩になるのではないかと考えております。そういった意味も含めて、先

生方にはぜひご参加いただいた中でその空気を感じ取っていただいて、これからのいろい

ろな方面での活躍にエビデンスをお使いいただければありがたいと思っておりますので、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。続きまして第 23 回日本歯科医学会総

会準備状況について、総会準備委員長の北村憲司先生よりお願いいたします。 

◯北村準備委員長 福岡歯科大学の北村と申します。第 23 回の歯科医学会総会・学術大

会の準備委員長として、現在、会の準備を行っているところでございます。この会の冒頭

にございましたように、先日、この学術大会の会頭である本学の田中理事長が急逝いたし

まして、先生方にはご心配をおかけしておりますが、なるべく早く学術大会の準備態勢を

もう一度しっかり整えて遺漏のないようにしていきたいと思っております。 

 初めて九州の地で行う歯科医学会総会ということで、これまでは原則一つの大学で開催

準備をされてきたと思いますが、今回は九州地区の国立 3 大学、公立 1 大学、私立 1 大学

の 5 大学が協力し、第 23 回の学術大会を記憶に残るものにしたいと準備を進めておりま

す。そのため学術部会、ほかの部会、委員会等については大阪以西の先生方にお願いいた

しまして、九州に特徴ある学術大会としていきたいということで、現在、協議を続けてい

ただいております。九州地区では初めての取り組みということで、例年よりも少し早い段

階で常任委員会、学術部会、そして学術部会の下の 3 委員会を動かしており、この 4 月に

はかなり具体的なイメージを持っていただけるような結論ないしは協議の進行をしていき

たいと考えております。 

 今回は私どもの基本的な考え方として大きく、再生医療を目指す先端的な医療の展開、

口腔医療を担う新しい歯科医療の展開、健康長寿をキーワードとした医療間の連携、それ

から九州がアジアのゲートウェイということもあり、中国、韓国、台湾はもとより東南ア

ジアの歯科医師、歯科医療関係の皆様の参加を得て、日本の医療と諸外国の医療の交流を

目指していきたいと思っております。 

 会期は来年 2016 年 10 月 21～23 日で、福岡国際会議場、一部ポスターセッションは隣
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接しているサンパレスで行いたいと思っております。また、この間同時に併催されます日

本デンタルショーは、国際会議場から 50m ほど離れておりますが、マリンメッセという施

設がございまして、そこで開催されるということで、現在、準備していただいており、今

回は学術大会と商工会のデンタルショーが一体となって開催できると思います。 

 今回、そういったことで、これまでの歯科医学会総会の組織とは少し変更がございまし

て、住友会長に非常にご無理なお願いをさせていただきました。一つは九州の 4 大学の学

長、学部長の先生に幹事としてこの会の運営に入っていただいている。それから福岡歯科

大学は単科大学でございますので、こういった大きな会をするために法人そのものの総合

的な支援が必要であり、理事長が会頭を仰せつかったということですが、同時に法人の常

務理事も会頭を補佐する立場でこの会の運営に携わっていただこうということで、今回、

九州地区 5 大学はもとより、本学も大学だけではなく法人全体のしっかりとした体制の下

に第 23 回の歯科医学大会を運営していきたいと考えております。ご支援のほどよろしく

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。続きまして「会計現況報告」を高橋常

任理事よりお願いいたします。 

◯高橋常任理事 それでは会計の現況報告をいたします。資料番号 4①、通し番号 37 ペー

ジをご覧いただきたいと思います。こちらは平成 26 年度の今年 1 月末現在の学会会計収

支計算書で、昨年の 4 月 1 日から今年の 1 月 31 日までの 10 カ月間の会計現況でございま

す。 

 まず事業活動収入ですが、第一款の特定資産運用収入は運用収益として 3万 8000円余、

執行率は 77.5％でございます。第二款の学会会費収入は未執行となっております。第三款

の専門分科会分担金収入、こちらは専門分科会および認定分科会の分担金であり、一つの

専門分科会の定数に差異が生じたために予算より 5 万円減の 400 万円となっております。

執行率は 98.8％でございます。第四款の広告収入、第五款の受託金収入、第七款の他会計

からの繰入金収入は科目存置となっております。第六款の雑収入は 39 万円余、執行率は

78％でございます。こちらは定期預金、普通預金の利息収入と医歯薬出版からの印税でご

ざいます。したがって、事業活動収入の合計は 443 万円余となっております。 

 続きまして事業活動支出ですが、第一款の事業費支出は 5765 万円余、執行率は 62.1％

でございます。 

 主な支出項目としては、第一項の会員顕彰費支出の 10 万円余。第二項の会誌関係費支
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出の 43 万円余。第三項の英文雑誌関係費支出の 826 万円余、こちらは英文雑誌の刊行に

よる支出でございます。また第四項の歯科用語関係費支出の 3 万円余。第五項の学術研究

関係費支出の 1186 万円余、こちらは会議開催に伴う旅費とプロジェクト研究課題に対す

る研究費、さらに集いの開催に伴う費用でございます。第六項の学術講演会関係費支出の

459 万円余、こちらはポスター、抄録等の作成費と講演会を奈良県、長崎県、長野県、千

葉県の 4 会場で開催したことに伴う費用でございます。第七項の専門分科会等助成金支出

の 2010 万円余、こちらは 21 の専門分科会および 21 の認定分科会へ予算どおり助成金を

支出しております。 

 第九項の関係団体委託金支出の 94 万円、こちらは日中医学協会の年会費および JADR

への委託金による支出でございます。第十項の調査関係費支出の 331 万円余、こちらは歯

科医療協議会、歯科医療技術革新推進協議会、ワークショップの開催に伴う旅費が主な支

出でございます。第十一項の内外渉外費支出の 155 万円余、こちらは各分科会の総会、学

術大会出席のための出張の旅費およびお祝い金でございます。第十二項の雑支出は 49 万

円余となっております。第十六項の人件費支出は職員 1 名に対応する諸給与および社会保

険料等でございます。 

 第二款の管理費支出は 2100 円余、執行率は 59.7％となっております。主な支出項目と

しては、第一項の会議費支出の 714 万円余、第二項の事務費支出の 1385 万円余となって

おります。 

 第三款の他会計への繰入金支出ですが、第一項の一般会計への繰入金支出については未

執行でございます。これは今後一般会計に繰り入れる職員退職給与引当資産を予定してお

ります。また第二項の日本歯科医学会学術大会会計への繰入金支出として 1400 万円を執

行しております。 

 したがって、事業活動支出の合計は 9265 万円余となり、執行率は 64.6％。事業活動収

支差額は－8821 万円余でございます。この会務に伴う資金については、進捗状況を踏まえ、

前期の繰越収支差額より手当てをしております。 

 続きまして日本歯科医学会学術大会会計収支計算書の報告をいたします。机上配布しま

した 4②の資料でございます。数値に誤りがございましたので、先ほど差し替えさせてい

ただきました。こちらも昨年の 4 月 1 日から今年の 1 月 31 日までの 10 カ月間の会計現況

でございます。 

 まず事業活動収入は、第一款の雑収入が 989 円、執行率が 49.5％となっておりますが、
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これは普通預金の利息の収入でございます。第二款の他会計からの繰入金収入は学会会計

からの繰入金収入 1400 万円でございます。したがって、事業活動収入の合計は 1400 万円

余となり、執行率は概ね 100％となっております。 

 続きまして事業活動支出のうち、第一款の事業費支出は科目存置でございます。第二款

の管理費支出は、第一項の大会準備費支出が 422 万円余の執行となっており、主幹校であ

る福岡歯科大学関係者との事前打ち合わせ会、常任委員会、学術部会ならびに学術部会内

の委員会の福岡県開催に伴う旅費でございます。 

 なお、第一款の事業費支出および第三款の他会計への繰入金支出は未執行となっており

ますが、本年度は学術大会の準備期間ということで、こちらの項目は次年度予算編成に関

する科目存置でございます。 

 したがって、事業活動支出の合計は 422 万円余となり、執行率は 31.8％。事業活動収支

差額は 977 万円余となっております。以上でございます。 

◯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「会長報告」

をお願いいたしたいと存じます。 

◯住友会長 引き続き座ったままで会長報告をさせていただきますことをお許しいただき

たく存じます。皆様方のお手元に「日本歯科医学会会長報告」というカラー刷りの資料を

机上配布いたしました。これは大きくめくるのではなく、このぐらいの角度でめくってい

ただくと、上と下との違いがわかります。大きくめくると逆になりますので、少し重ねる

かたちで上下の関係で見てください。 

 平成 26 年 2 月 24 日にお示しした日本歯科医学会事業体系図と、下が本日の状況です。

昨年の第 91 回評議員会から本日までの報告をするわけです。とりわけ 20％の事業予算の

削減という中で、これらの委員会に学会事業をお願いしたり、諮問に対する答申をいただ

きました。この黄色になっているところから下の薄緑に色が変わっているのが、事業で仕

上がったもの、また答申が出てきたものでございます。少し薄めの緑色の二つの委員会は、

新しい展開を待っているものでございます。黄色は始まったばかりのものとご理解くださ

い。10 分間という制限時間がございますので、抜粋して具体的な報告をしてまいります。 

 まず左側の常置委員会の中では、学術講演会について報告いたします。「全身の健康を支

える歯科医療」、「これからの高齢者歯科医療」をテーマにして、奈良県、長崎県、長野県、

千葉県の 4 カ所で開催しました。多くの会員、特に日本歯科医師会関係の方々の参加を得

て終了いたしました。33 年近く続いたこの形式の学術講演会は今回をもって終了でござい
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ます。日本歯科医師会の生涯研修セミナーとかぶるというご意見もあり、次年度からは学

会として独自性のある新しい企画をスタートさせる予定でございます。 

 臨時委員会でございます。まず情報・交流の広報委員会、これはホームページを活用し、

各分科会間の横糸づくりを狙ったコーナーを新設いたしました。それは「What’s new」と

「四百字の唄」、また「学会長ご挨拶」は 2 カ月ごとに更新しています。これらのコーナ

ーは社会とのつながりも意識した内容にしております。とりわけ分科会には各分科会間の

情報交換の場として「What’s new」のコーナーをご活用いただければ幸いでございます。 

 国際交流委員会です。日中歯科医学大会の今後のあり方や JADR との関係のあり方、よ

り効果の上がる連携のかたちについて検討しました。日中歯科医学大会は、もうお話をし

たかもしれませんが、中華口腔医学会の王会長との話し合いにより、所期の目的を達成し

たとして従来のかたちのものは終了し、日本歯科医学会総会や中国での会議への出席、そ

して地区の歯科医師会、また各分科会と、中国だけではなく、韓国、東南アジア等々との

交流の推進に学会として協力することにいたしました。 

 世界会議 2015 に関しては先ほどお話をしたとおりでございます。 

 続きまして臨時委員会の専門医制協議会が真ん中あたりにございますが、本年度は 1 分

科会から審査要望がありました。しかし事前の書類確認の段階で、会員数が基準に達して

いないことが判明しましたので、その旨を通知いたしました。 

 また厚生労働省に歯科専門医のあり方を議論するための検討会を設置されるよう、日本

歯科医師会会長の大久保先生と私の連名によって要望書を平成 26 年 7 月 31 日に提出しま

した。 

 現在、厚生労働省に設置された歯科医師の資質向上等の検討会での一つの項目となって

いる歯科医療の専門性に関するワーキンググループの構成員として、学会から 2 人を派遣

します。4 月から議論が始まるとのことですので、評議員の方々も注目して見ていってく

ださい。われわれも注目し、構成員としての学会、また日本歯科医師会の先生方にも積極

的につくり上げるようにお願いしたいと思っております。 

 それから重点研究委員会です。これについては後ほど担当理事から報告いたします。 

 歯科医療技術革新推進協議会が研究開発の中にございますが、平成 24 年度版「新歯科

医療機器・歯科医療技術産業ビジョン」の記載項目の具現化に向けた検討は、日本歯科医

師会の歯科医療機器委員会と合同で行いました。両会の委員から提出された 26 のテーマ

から、学会側、本協議会では三つのテーマを選び、現在、ワーキンググループを立ち上げ
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て、開発から先進医療を経て、医療保険導入に向けての検討をスタートしております。1

月スタートでございます。 

 次に歯科医療協議会ですが、医療問題の中にございます。これは平成 26 年度第 1 回ワ

ークショップを 7 月 31 日に開催いたしました。平成 26 年度改定のために 25 年に出した

提案書で非収載となったテーマを基に、その理由と対応等について検討しました。また特

別講演として、医科が社会的気運を高めているロコモティブシンドロームについての講演

を企画し、彼らの戦略を学びました。 

 続きまして研究倫理審査委員会、利益相反委員会は 26 年 4 月 9 日に設置し、会員の歯

科医学研究等にかかわる研究倫理および利益相反状態を適切に管理するための対応を図っ

ています。これを一つのモデルとして、全分科会に対し設置を要請しております。これら

の委員会は今年度、8020 財団の研究審査を行いました。今後、日本歯科医師会等からの研

究の審査依頼が参ると思います。 

 次に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ですが、平成 26

年 1 月に二つのガイドラインを学会ライブラリーに収載しました。これらのガイドライン

は現在、Minds に申請中でございます。 

 「口腔ケア」に関する検討委員会、下の黄色い部分ですが、これが今後大きな意味を持

ちます。日本歯科医師会の要望により、平成 27 年 1 月 21 日に設置いたしました。いわゆ

る口腔ケアとして社会に発表されているさまざまな用語を多面的に検討、整理し、それぞ

れの定義付けを行います。それに際し、口腔ケアに替わる、専門職としての通称の必要性

についても検討することになりそうです。まず歯科のスタンスが構築された時点で、医師、

看護師等を含めての多職種の意見を幅広く聴取し、それぞれが理解できる役割を明確にし

ます。この分野の医学、医療を必要とする人々のために、共同で取り組むシステムの推進

がその目的でございます。 

 学会のあり方検討協議会、これは本日の協議題で検討されます。 

 第 23 回総会、先ほど北村準備委員長から報告がございましたので、ここでは少しの報

告にいたします。会頭を委嘱した田中健藏先生がご逝去されましたので、関係者の皆様に

は先生のご遺志を受けて、挨拶でもお話をしましたように、一層力を入れていただく所存

です。そして今回の総会は、今後の新しいかたちの総会のあり方をも示唆するものとした

いと思います。現在、学術関連の委員会が積極的に開催されております。この秋から新し

く委嘱する会頭とともに、九州地区、四国・中国地区の歯科医師会の協力依頼に回る予定
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でございます。地区の歯科医師会の方々、また各分科会の協力を切に願っております。 

 以上、こういうかたちで日本歯科医学会の事業は皆さん方のご協力によりかなりのもの

が進んでいるということをご説明申し上げました。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した。続きまして「日本学術会議報告」を日

本学術会議歯学委員会副委員長の山口朗先生よりお願いいたします。 

◯山口日本学術会議歯学委員会副委員長 日本学術会議の山口でございます。まずは日本

学術会議の活動に平素よりご協力、ご尽力くださっております日本歯科医学会およびその

会員の先生方に感謝申し上げます。 

 それでは報告させていただきます。青い表紙の資料 6、通し番号 40 ページからご覧くだ

さい。まず日本学術会議の職務は、科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること、

また科学に関する研究の連携を図り、その能率を向上させることです。 

 組織図は、中段の左にまとめてあります。 

 日本学術会議の役割は、中段の右に書いてあるように、大きく分けて四つの丸でござい

ます。政府に対する政策提言、科学者間ネットワークの構築、科学の役割についての世論

啓発、国際的な活動。特に日本歯科医学会の皆様には、科学者間ネットワークの構築につ

いてますますのご協力をお願いしたいと思います。 

 その下に第 23 期日本学術会議会長と書いてありますが、日本学術会議は現在、第 23 期

で、3 年ごとに交代いたします。昨年の 10 月から第 23 期がスタートし、会長は豊橋技術

科学大学の大西先生、副会長は第一部・文系からは甲南大学の井野瀬先生、第二部・生命

科学からは宇宙航空研究開発機構の向井千秋先生、第三部・工学系からは東京大学の花木

先生が担当しております。私どもは第二部に属しますが、第二部の部長は PMDA の理事

である長野哲雄先生でございます。 

 41 ページをご覧ください。第 23 期の日本学術会議第二部歯学系会員をまとめたもので

す。歯学系会員としては、古谷野潔先生、丹沢秀樹先生と私の 3 名でございます。なお、

東みゆき先生は歯学部出身で、現在、医科歯科大学歯学部の教授ですが、医学部の基礎系

から推薦されました。歯学委員会としての活動もしてくださるとのことです。 

 そのほかに 32 名の連携会員の先生方がおります。これらの先生と協力して歯学委員会

として活動していきます。 

 その下に歯学委員会（14 名）と書いてありますが、これは歯学系の親委員会でございま

す。分科会が五つ書いてありますが、これらがそれぞれの分科会でございます。 
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 42 ページを見ていただきますと、親委員会である歯学委員会は 14 名、古谷野潔先生が

委員長で、私が副委員長、丹沢秀樹先生が幹事となっております。 

 43 ページの基礎系歯学分科会は 12 名で構成されております。44 ページの臨床系歯学分

科会は 14 名で構成されております。45 ページの病態系歯学分科会は 13 名で構成されて

おります。さらに歯学教育分科会は 11 名で構成されております。次に 47 ページ、これは

健康・生活科学委員会と歯学委員会の合同ですが、脱タバコ社会の実現分科会は 9 名で構

成されております。 

 48 ページをご覧ください。これは事後報告になってしまいますが、本年の 2 月 7 日に公

開シンポジウム「これからの歯学・歯科医療における人材育成」を、日本学術会議歯学委

員会主催で行いました。また歯学系学会協議会、日本歯科医師会、日本歯科医学会からは

共催、後援をいただいて盛大に行われ、約 30 名が参加しております。なお、このシンポ

ジウムのプロシーディングを作成し、各関連団体に配布する予定でございます。 

 以上が学術会議からの報告ですが、学術の発展および学官間のネットワーク構築のため

に、ぜひ日本歯科医学会のご協力をお願いしたいと思います。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。続きまして「その他」の報告事項につ

いて、執行部よりご報告をお願いいたします。 

◯山﨑常任理事 重点研究委員会を担当している山﨑です。資料 7①をご覧ください。公

開フォーラム「口から食育を考える」。これは幼児期の摂食嚥下の異常について、はっきり

と異常があるとわからない部分を抽出し、新しい疾患を掘り出すという大きな目的のため

に、重点研究委員会でアンケートを中心に活動してまいりました。その結果の発表を行い

たいということで、5 月 31 日に本大会議室において報告ならびに講演等を含めて午後 3

時間、発表会を行う予定です。 

 資料としては、いま冊子として資料をまとめております。かなり大きな分厚い冊子にな

っていますが、これについても内容を抽出して発表することにしています。 

 歯科医師会の先生方には 1000 名ほどアンケートをお願いして、かなりの回収率で戻っ

てきました。この場を借りてお礼を申し上げます。それから一般の保育園や幼稚園の保護

者の方にもアンケート、資料を送り、これもほとんど返ってきたということで、はっきり

と障害、疾患として認識されない部分を抽出し、それを歯科でどうやって解決していくか

を論じる会にしたいと思います。5 月 31 日、いま確認しましたら補綴歯科学会とかぶって

いる部分もありますが、多くの方のご参加をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお
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願いします。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。引き続き 6 月 13 日開催の研修会につ

いて、住友会長、よろしくお願いいたします。 

◯住友会長 いま山﨑先生が言われたのは机上配布している 7①でございます。別に 1 枚

ものになっています。また 7②も同じように 1 枚ものでございます。独立行政法人の医薬

品医療機器総合機構、PMDA と俗に言っている組織との連携を基にした臨床研究項目の薬

事承認を目指すための研修会。ちょっと難しい言葉になっていますが、例えば薬事を取る

には事前の PMDA との相談等をしておくほうがスムーズに話が進む。それから薬事を通

っていないものに対して、患者への説明責任もしくはそれの有効性等についてかなり厳し

くなってくるご時世でございます。そういうことも含めて、薬事を取るのは企業がやると

言ってしまえばそれまでで、研究者たるわれわれのほうでも認識がないといけないという

ことで、今年の 6 月 13 日、この会場で先ほど言いましたような研修会、これは講演会で

はなく、身につけるという意味での研修会を行います。 

 その趣旨については、いま少しお話をしましたが、左下に小さな字で書いてありますの

でお目通しいただきたい。そして講師、演題等についてはフィックスいたしました。改め

て各分科会にも地区の歯科医師会の先生方にもご案内いたしますので、ぜひ多くの方々の

ご参加をお願い申し上げます。以上でございます。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。それでは、ここでこれまでの報告に対

するご質問をお受けいたします。なお、ご質問のある評議員の先生は、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。ご質問のある方は挙手をお願いします。ございませんか。どうぞ。 

◯栗原評議員 25 番、日本歯周病学会の栗原でございます。住友先生にご説明いただいた

日本歯科医学会事業体系図について質問させていただきたいと思います。26 年のものと比

べると、真ん中の黄色い枠のところで、以前は歯科大学学長・歯学部長・病院長関連組織

等というのがあったのですが、今回それがなくなっている。それが意図的であるかどうか

をお聞きしたい。 

 先ほど来、保険収載を目指すときに先進医療等を使うというお話が出ていますが、それ

を実施するところは歯科の場合、ほとんどが大学の附属病院等になるかと思います。そう

すると、われわれは主に学会ですが、学会の長が必ずしも大学病院の長であるとは限らな

いので、そこに齟齬が出てくる。歯科医学会としては、先進医療を実施できるところと連
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携を取ることが重要ではないかと考えます。併せて、先ほど来の口腔ケアのお話、またこ

の後に口腔検査学会等の議事があるようですが、新しい歯科の方向性を考えたときに、そ

の教育体制をどのようにするのかということでも連携が必要かと思います。それについて、

ここはあえて抜いたのかどうか、そのご意思を教えていただければと存じます。何とぞよ

ろしくお願いいたします。 

◯住友会長 これは気づいておりました。あえて抜いたというか、ここはいままで窓口に

対して私のほうの調査が足りなかったのか、具体的にこことのコンタクトがございません

でした。前にご意見をいただいたことがあって、なぜここを入れないのだということです。

これについては今後どういうかたちで連携をつくるか、そして具体的にこことの連携がで

きたら、ここに戻したいと思っております。 

 ほかの組織に関してはすでにいろいろなかたちでのコンタクトを取って進めているとい

うことがございます。したがって、ここに名前を挙げさせていただいたのはコンタクトを

取った組織ということで、歯科大学学長・歯学部長・病院長関連組織とのコンタクトは取

れておりません。挙げておくことはいいけれどもやっていないということで、例えばここ

だけ色を変えておけば誤解がないかもしれません。そういうご理解でお願いしたい。 

 この組織との連携についてどなたかからご意見をいただいて、後で追加したことは事実

でございます。しかし、いまは実際に何らかのかたちでコンタクトを取ったら、ここに入

れておきたい。お教えいただきたいのは、どの方とどのように接点を持っていけばいいか

ということです。以上です。 

◯議長（木村博人君） 発言は簡潔にお願いします。 

◯栗原評議員 了解いたしました。全国歯科大学歯学部附属病院長会議、国立大学附属病

院長会議などがございますので、そちらで状況をお話しいただけると大変ありがたいと思

います。 

◯議長（木村博人君） ほかに何かご質問ございませんか。執行部からこのほかに追加報

告ございませんか。 

 では以上をもちまして「日程 6．報告」は終了いたしました。 

    ◯議事 

◯議長（木村博人君） 引き続き「日程 7．議事」に入りたいと存じます。ここで議場に

お諮りいたします。日程では、議事として「第 1 号議案 日本歯科医学会専門分科会承認
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基準の一部改正」の提案となりますが、日程を一部変更し、「第 6 号議案 認定分科会へ

の登録に関する件」、「第 7 号議案 日本歯科医学会規程の一部改正」を先議したいと存じ

ますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◯議長（木村博人君） ご異議がないようですので、日程を一部変更し、初めに「第 6 号

議案 認定分科会への登録に関する件」の審議を行い、次いで「第 7 号議案 日本歯科医

学会規程の一部改正」の審議へと移りたいと存じます。 

    ◯第 6 号議案 認定分科会への登録に関する件 

◯議長（木村博人君） それでは「第 6 号議案 認定分科会への登録に関する件」につい

ての提案説明を、井上総務理事、お願いいたします。 

◯井上総務理事 日程変更に従い、第 6 号議案、これは関連資料を事前に配布済みですが、

「認定分科会への登録に関する件」でございます。 

 提案理由を申し上げます。平成 26 年 8 月の公示を受け、本学会認定分科会への登録申

請のあった四つの学会について、専門・認定分科会資格審査委員会において、当該学会の

設立の理念および学会活動状況を本学会が定める承認基準に照らし、慎重かつ厳正な審査

を行いました。同年 12 月には、その結果を取りまとめた答申書が提出されました。その

答申内容を踏まえ、常任理事会ならびに理事会において認定分科会への登録の可否につい

て協議を重ね、日本口腔検査学会については平成 27 年 4 月 1 日付で日本歯科医学会認定

分科会への登録を認める結論に至ったので、ここに提案いたします。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。それでは「第 6 号議案 認定分科会へ

の登録に関する件」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

いします。ご質問がないようですので、ここで質疑を打ち切り、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） ご異議がないようですので、採決したいと存じます。認定分科会

への登録については、日本歯科医学会認定分科会承認基準の第 8 に「評議員会は、当該答

申学会の登録の可否について、学会規程第 16 条第 1 項の規定により、議決する」と定め

られております。また日本歯科医学会規程第 16 条第 1 項には「評議員会の議決及び承認

は、出席評議員の多数決による」と規定されております。しかしながら採決の方法につい

ては規定されておりません。 
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 ここで議場にお諮りいたします。「第 6 号議案 認定分科会への登録に関する件」につ

いては、本学会組織の根幹にかかわる重要案件でございます。当然、慎重かつ公正な審判

が求められます。ついては本件の採決は投票とし、所属する分科会名または地区名を記入

する特定記名投票を採用させていただきたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◯議長（木村博人君） ありがとうございます。それでは「第 6 号議案 認定分科会への

登録に関する件」の採決方法は、所属する分科会名または地区名を記入する特定記名投票

により行います。なお、あらかじめ投票用紙には所属する分科会名または地区名が明記さ

れています。 

 続きまして公正な投票運営を図るため、投票および開票結果をご確認いただく投票・開

票立会人を 3 名選出したいと存じますが、いかがでしょうか。ただいまの提案に賛成の方

は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。挙手多数。よって投票・開票立会人の

選出についてお認めいただきました。それでは投票・開票立会人の選出ですが、議長より

指名させていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

◯議長（木村博人君） ありがとうございます。ご異議がないようですので、議長より指

名させていただきます。43 番、玉置評議員。45 番、豊澤評議員。57 番、鈴木評議員。以

上の 3 名の評議員の先生方にお願いいたします。3 名の評議員の先生方には後ほど登壇し

ていただきます。 

 次に指名点呼の取り扱いについてですが、本会に先立って行われた指名点呼から遅参さ

れ出席された方もおられると思いますので、ここで出席評議員数（投票者数）の確定が必

要となります。したがって、投票に入りましたならば、お名前をお呼びし、これをもって

指名点呼に代えさせていただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

◯議長（木村博人君） ご異議がないようですので、そのようにさせていただきます。そ

れでは、これより投票のための設営を行いので、しばらくそのままでお待ちいただきたい

と存じます。 

（設営） 
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◯議長（木村博人君） 設営が終了したようですので、これより「第 6 号議案 認定分科

会への登録に関する件」の採決に入ります。採決は所属する分科会名または地区名を記入

する特定記名投票により行います。 

 まず投票用紙についてご説明申し上げます。投票用紙には今回、本学会認定分科会への

登録の可否を求められる日本口腔検査学会が記載されております。その学会名の上段に四

角の枠を設けてあります。登録に賛成の場合は◯、反対の場合は×を記入してください。

なお、白票については無効票として取り扱います。 

 次に投票について申し上げます。事務局より氏名を呼ばれた方は、舞台正面に向かって

左側より登壇してください。投票用紙は投票用紙交付係が評議員が所属する分科会名また

は地区名が記載されている投票用紙を手渡します。つきましては投票用紙の交付を受ける

際、ご自身の氏名をはっきり告げてください。投票用紙の確実な手交や投票所の混乱を防

ぐため、数名ずつお名前をお呼びいたします。立会人の方および正副議長も順序に従って

投票を行ってください。投票所には黒鉛筆を備え付けておりますので、原則として備え付

けのものをご利用いただきます。 

 これより投票箱の検査をいたしますので、立会人の方はご登壇ください。 

 では事務局の方、蓋を開けて、立会人、議長および議場に示し見せてください。 

 ありがとうございます。それでは投票に入ります。事務局が氏名を読み上げますので、

呼ばれた方は壇上向かって左に設置されている投票用紙交付所にて投票用紙をお受け取り

いただき、壇上の投票用紙記入所にて可否を記入のうえ投票していただきますようお願い

申し上げます。繰り返しで申し訳ございませんが、賛成の場合は◯、反対の場合は×を記

入してください。よろしくお願いします。 

（投票執行） 

◯議長（木村博人君） ただいま事務局からの報告により、投票総数 57 票、うち有効投

票数 55 票、無効票数 2 票です。 

 それでは日本口腔検査学会の登録の可否について、投票結果の報告をいたします。賛成

54 票、反対 1 票。よって「第 6 号議案 認定分科会への登録に関する件」については、出

席評議員の過半数の賛成を得ました。したがって、日本口腔検査学会の認定分科会への登

録は承認され可決確定いたしました。立会人の方々、大変ご苦労さまでした。お席へお戻

りください。 

 これより壇上の整理を行いますので、しばしお待ちください。 
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（壇上整理） 

    ◯第 7 号議案 日本歯科医学会規程の一部改正 

◯議長（木村博人君） 続きまして「第 7 号議案 日本歯科医学会規程の一部改正」を議

題といたします。それでは「第 7 号議案 日本歯科医学会規程の一部改正」についての提

案説明を井上総務理事よりお願いいたします。 

◯井上総務理事 ただいま投票していただきました結果、日本口腔検査学会の日本歯科医

学会認定分科会への登録が審議され承認されたことに伴い、日本歯科医学会規程の一部改

正を行いたいというものでございます。以上です。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。それでは「第 7 号議案 日本歯科医学

会規程の一部改正」に対し、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

します。 

◯井上総務理事 改正内容に関しては、第 26 条第 1 項に加えるというものであり、いま

まで 21 分科会であったものが、22 番目、日本口腔検査学会とするということで、この規

程は平成 27 年 4 月 1 日から施行するというものでございます。失礼いたしました。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございます。ご質問ございませんか。なければ、ここ

で質疑を打ち切り、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） ご異議がないようですので、採決いたします。それでは「第 7 号

議案 日本歯科医学会規程の一部改正」に賛成の方は挙手をお願いします。 

（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 7 号議案 日本歯

科医学会規程の一部改正」は可決確定いたしました。 

    第 1 号議案 日本歯科医学会専門分科会承認基準の一部改正 

◯議長（木村博人君） ここで日程を戻しまして、「第 1 号議案 日本歯科医学会専門分

科会承認基準の一部改正」を議題といたします。「第 1 号議案 日本歯科医学会専門分科

会承認基準の一部改正」についての提案説明を松村副会長にお願いいたします。 

◯松村副会長 では資料の第 1 号議案をご覧ください。「日本歯科医学会専門分科会承認

基準の一部改正」でございます。提案理由として、「近年、学術研究活動の国際化および学

際化が著しく、高い評価を得ている海外の学術雑誌等へ論文が投稿される現状に鑑み、学

会活動の適切な評価を目的とする日本歯科医学会専門分科会承認基準の一部改正を提案す
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るものである」。そして下のほうですが、「この基準の改廃は、学会理事会の議を経て、評

議員会の議決を要する」ということで、本日、上程させていただいております。 

 資料の次のページをご覧いただきますと、第 1 号議案として、新旧対照表が記載してあ

ります。現行条文に対して、改正条文案というところにアンダーラインがございますが、

2 の（6）です。「雑誌（機関誌）を年 1 回以上、定期に刊行していること。また、機関誌

は次の要件を満たしていること」。アンダーラインで「なお、本項で規定する雑誌（機関誌）

の取り扱いは別に定める」ということで、参考資料として、4 ページに、その別に定めた

内容が記載してあります。これは下のほうに書いてあるように、第 5 回理事会付議決定と

いうことで、本年 1 月 16 日の理事会で承認された内容でございます。 

 具体的に申しますと、1 をご覧ください。「審査対象とする論文」。いままでは分科会等

が発行する、主に日本語、和文の機関誌に論文が年 20 編以上など、一番下の関連条文に

記載されていましたが、いま国際雑誌に投稿する会員の方が増えているということで、申

請学会以外の学会が発行元である雑誌であって、申請学会活動と特に関連があると資格審

査委員会で認められた雑誌に掲載された論文のうち、申請学会員が著者であるものは審査

対象に加えるということです。本日の時点では細かい項目というよりも、「審査対象とする

論文」という記載がされたということで、改正をご審議いただきたく上程いたしました。

よろしくご審議賜りますよう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 1 号議案 日本歯科医学

会専門分科会承認基準の一部改正」に対し、ご質問をお受けいたします。ご質問のある方

は挙手をお願いします。ございませんか。なければ、ここで質疑を打ち切り、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） ご異議がないようですので、採決いたします。「第 1 号議案 日

本歯科医学会専門分科会承認基準の一部改正」に賛成の方は挙手をお願いします。 

（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 1 号議案 日本歯

科医学会専門分科会承認基準の一部改正」は可決確定いたしました。 

    ◯第 2 号議案 平成 27 年度日本歯科医学会事業計画 

◯議長（木村博人君） 続きまして「第 2 号議案 平成 27 年度日本歯科医学会事業計画」

を議題といたします。「第 2 号議案 平成 27 年度日本歯科医学会事業計画」についての提
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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 先生方にはすでに送信してあります第 2 号議案の資料でございます。「平

成 27 年度日本歯科医学会事業計画」ですが、「歯科医学会に関する科学および技術を振興

することによって歯科医療を進歩発展させ、国民および人類の健康と福祉の増進に貢献し、

併せて会員の十分な知識の普及と歯科医療技術の質の向上を目指して、次の事業を行う」

という平成 26 年度のものがございます。それを踏襲し、1 点、先ほど会長報告にございま

したように、従来、学術講演が一般計画の中にあったのですが、それをより歯科医学会独

自のものとして、シンポジウムを組むといったことも含めて、学術講演と申しますと歯科

医師会のものと重複するようなものが多々あるということで、文言を 1 カ所だけ変えさせ

ていただいております。 

 重点計画は、平成 26 年のものをそのまま踏襲しております。一般計画は、いま申しま

した 5 番目の学術講演会等に関するものを公開フォーラム等として、シンポジウムなどさ

まざまな催し物を考えていきたいということで、その他の変更はありません。その他に関

しても、第 23 回日本歯科医学会学術大会の準備も含めて、26 年度のものをそのまま踏襲

しております。このような事業計画でよろしいかどうかご審議いただきたいと思います。

以上でございます。 

◯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 平成 27 年度

日本歯科医学会事業計画」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

をお願いします。ございませんか。ご質問がないようですので、採決いたします。「第 2

号議案 平成 27 年度日本歯科医学会事業計画」に賛成の方は挙手をお願いします。 

（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 平成 27

年度日本歯科医学会事業計画」は可決確定いたしました。 

    ◯第 3 号議案 平成 27 年度学会会計収支予算 

◯議長（木村博人君） 続きまして「第 3 号議案 平成 27 年度学会会計収支予算」を議

題といたします。「第 3 号議案 平成 27 年度学会会計収支予算」についての提案説明を高

橋常任理事にお願いいたします。 

◯高橋常任理事 それでは「平成 27 年度学会会計収支予算」について提案させていただ

きます。 

 まず 27 年度学会会計の予算編成にあたり、基本的な考え方として、27 年度の諸事業に
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ついては、ただいま事業計画にございましたように、26 年度の事業計画を継承しつつ、費

用対効果を第一に考え、事業全般を検証したうえで、無駄を排除するというかたちで会務

運営が行われるよう、適切な予算配分について考えたわけです。 

 予算規模としては前年度とほぼ同額で編成しております。初めに第 3 号議案の 3 ページ

目ですが、これは欠落しており、追加の資料として本日机上配布とさせていただいており

ます。併せてご覧いただきたいと思います。 

 それでは改めて 6 ページをお開きください。学会会計は、平成 16 年の公益法人会計基

準に基づき、事業活動収支の部、投資活動収支の部、財務活動収支の部、予備費支出の四

つの項目から構成されています。 

 まず予算の総額から申し上げます。 

 事業活動収支の部については、収入合計が 2 億 853 万円、支出合計が 1 億 5905 万円で

あり、収支差額は 4948 万円でございます。 

 投資活動収支の部は、収入合計が名目計上で 3000 円、支出合計が 2000 万円余、こちら

は 4 年に 1 度開催される学術大会の準備資金としての積立金積立資産取得支出であり、収

支差額は 1999 万円となります。 

 財務活動収支の部および予備費支出の計上はございません。 

 したがって、当期の収支差額は 2949 万円となり、前期繰越収支差額の 2 億円を含めた

次期繰越収支差額は 2 億 2949 万円でございます。 

 続きまして予算の細目について説明いたします。8 ページの横長の表ですが、予算の算

出基礎資料をご覧ください。 

 まず収入の部から説明いたします。 

 事業活動収入ですが、第一款の特定資産運用収入は 5 万円、第二款の学会会費収入は一

般会計から繰り入れられる 2 億 392 万円余であり、前年度予算と比較して 35 万円余の増

額です。第三款の専門分科会分担金収入、こちらは 42 ある分科会の分担金で、405 万円

です。第四款の広告収入は 1000 円で、名目計上です。こちらは日本歯科医学会雑誌がオ

ンラインジャーナルへ転換することに伴い、広告収入が見込めないということです。第五

款の受託金収入は 1000 円で、名目計上です。第六款の雑収入は 51 万円です。第七款の他

会計からの繰入金収入は 1000 円で、こちらも名目計上です。 

 したがって、事業活動収入の合計は 2 億 853 万円余となり、前期繰越収支差額 2 億円を

加えたトータルの収入は 4 億 800 万円余となります。 
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 続きまして支出の部でございます。こちらは 10 ページをご覧いただきたいと思います。 

 事業活動支出は、第一款の事業費、第二款の管理費、第三款の他会計への繰入金から構

成されています。 

 初めに第一款の事業費支出は 9103 万円余で、前年度と比較して－1.9％、173 万円の減

となります。 

 第一項の会員顕彰費支出は 206 万円です。第二項の会誌関係費支出は 317 万円で、13

万円の増です。こちらは平成 26 年度発行の雑誌の第 34 巻からオンライン化へ移行するこ

とになりました。なお、歯科大学歯学部等、また冊子を希望している会員に発送する 2000

部だけ印刷する予算措置でございます。第三項の英文雑誌関係費支出は 848 万円余です。

第四項の歯科用語関係費支出は 12 万円余で、6 万円余の減となっています。 

 第五項の学術研究関係費支出は 3048 万円で、113 万円余の減額の予算でございます。

こちらは平成 26 年度に重点研究費および歯科医学研究助成費を新たに設け、平成 27 年度

も継続事業としております。重点研究委員会では、事業を進展させ、公開フォーラムを開

催する予定であり、重点研究費支出を新たに設け、481 万円余を計上しております。また

歯科医学研究助成費では 200 万円を増額し、歯科医療技術革新に重点を置き、新規開発に

かかわる研究事業を推進することを目的としております。 

 第六項の学術講演関係費支出は 645 万円余で、112 万円余の増額となっています。先ほ

どお話がありましたように、平成 27 年度は、これまでの学術講演会の開催形式ではなく、

新たに三つのシンポジウムを企画しております。一つ目は PMDA との連携をテーマにし

たシンポジウム、二つ目は日本歯学系学会協議会との共催による研究発表の場を考え、三

つ目は市民を対象とした公開講座を予定しており、それぞれ企画、準備、実施、運営に伴

う諸経費の支出でございます。 

 第七項の専門分科会等助成金支出は 2012 万円で、前年どおりです。第八項の国際学会

補助金支出は名目計上です。平成 27 年度に国際学会を行う専門分科会等の申請がござい

ません。第九項の関係団体委託金支出は 94 万円で、IADR 活動の調査研究を JADR に委

託する 64 万円、日中医学協会の団体年会費 30 万円です。 

 第十項の調査関係費支出は 687 万円余で、231 万円余の減。調査関係活動にかかわる会

議開催の回数が減ったためでございます。第十一項の内外渉外費支出は 341 万円余で、59

万円余の減となっています。第十二項の学会関係資料収集作成費支出は 10 万円で、前年

どおり。第十三項の雑支出も 100 万円で、前年どおり。第十四項の広告取扱手数料支出は
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名目計上です。第十五項の人件費支出は 780 万円余で、109 万円余の増となっています。 

 続きまして管理費支出ですが、こちらは 17 ページでございます。管理費支出は、評議

員会、理事会、常任理事会等の会議開催に伴う旅費、諸経費、職員の人件費、出張旅費、

ホームページ運用関係費等の支出です。第二款の管理費支出は 3677 万円で、前年度予算

と比較して＋4.5％、158 万円余の増額予算となっています。 

 第一項の会議費支出は 1495 万円で、37 万円の増。第二項の事務費支出は 2132 万円で、

101 万円の増です。 

 最後に他会計への繰入金支出です。第三款の他会計への繰入金支出は 3124 万円で、前

年度に比べて 1575 万円の増額となっています。これは 28 年に開催する第 23 回日本歯科

医学会学術大会の準備に対応するためのものであり、こちらへ資金を繰り入れるものでご

ざいます。 

 ここまでが事業活動支出で、合計が 1 億 5900 万円となっており、前年度と比較して 1561

万円の増額予算となります。この主な理由は、学術大会の準備が本格的に始動し、その予

算を 1600 万円上乗せしたためでございます。 

 投資活動支出ですが、2 年後の学術大会に向けて、積立金積立資産取得支出として 2000

万円を計上しております。したがって、トータルの支出の合計は 1 億 7905 万円となりま

す。以上でございます。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。それでは「第 3 号議案 平成 27 年度

学会会計収支予算」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

いします。ございませんか。ご質問がなければ、ここで質疑を打ち切り、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） ご異議がないようですので、採決いたします。「第 3 号議案 平

成 27 年度学会会計収支予算」に賛成の方は挙手をお願いします。 

（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 3 号議案 平成 27

年度学会会計収支予算」は可決確定いたしました。 

◯高橋常任理事 議長、ここでお願いがございます。よろしいでしょうか。 

◯議長（木村博人君） 高橋常任理事、どうぞ。 

◯高橋常任理事 ただいまの第 3 号議案を可決確定していただきまして、本当にありがと
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うございます。ただ、本予算につきましては、日本歯科医師会の常務理事会ならびに理事

会、そして予算決算特別委員会の審議、審査を経て、3 月に開催される日本歯科医師会の

臨時代議員会において審議、可決といった手順がございますので、そちらの審議経過の中

で微調整する場面があると思います。そういう場面が出てきた場合には、学会長にご一任

いただくことをここでお認めいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

◯議長（木村博人君） ただいま高橋常任理事からご提案いただきました第 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（木村博人君） ありがとうございます。ご異議がないようですので、ご承認いた

だいたものと認めます。 

    ◯第 4 号議案 平成 27 年度第 23 回日本歯科医学会学術大会会計収支予算 

◯議長（木村博人君） 続きまして「第 4 号議案 平成 27 年度第 23 回日本歯科医学会学

術大会会計収支予算」を議題といたします。「第 4 号議案 平成 27 年度第 23 回日本歯科

医学会学術大会会計収支予算」についての提案説明を高橋常任理事にお願いいたします。 

◯高橋常任理事 平成 28 年、来年の 10 月 21～23 日の 3 日間、第 23 回日本歯科医学会

学術大会が、福岡歯科大学を主幹校として行われます。そのため 27 年度から本格的な準

備に入りますので、それに伴い、本会計はその準備に必要な予算額を計上しております。 

 まず通し番号の 19 ページをご覧いただきたいと思います。学術大会の会計は、事業活

動収支の部、投資活動収支の部、財務活動収支の部、予備費支出、この四つの項目から構

成されています。 

 初めに予算の総額ですが、事業活動収支の部では、収入の合計が 3000 万円余、支出の

合計が 3350 万円余であり、収支差額は－350 万円となっています。投資活動収支の部、

財務活動収支の部は予算の計上がございません。予備費支出もございません。したがって、

当期の収支差額は－350 万円余でございます。 

 細目について説明いたします。こちらは 21 ページの算出基礎資料をご覧いただきたい

と思います。まず収入の部でございます。事業活動収入ですが、第一款の雑収入は名目計

上です。第二款の他会計からの繰入金収入は、学会会計からの繰入金収入として 3000 万

円を計上しております。したがって、事業活動収入の合計は 3000 万円となります。 

 続きまして 22 ページ、支出の部でございます。事業活動支出ですが、第一款の事業費、

第二款の管理費、第三款の他会計への繰入金から構成されています。 
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 第一款の事業費、今回は項目立てのみの名目計上です。 

 第二款の管理費、こちらは23ページですが、第一項の大会準備費支出が3348万円です。

会議費支出として、準備委員会等の諸会議の開催に伴う旅費等の経費が 1042 万円。なお、

経費節減の折、会議の開催にあたりましては、開催会場を基本的に福岡県とし、主幹校で

ある福岡歯科大学のご厚意により会場もご提供いただいております。事務費支出としては、

臨時職員の雇用費、事務委託料等を計上しており、1291 万円の予算措置となっています。

通信費支出が 84 万円。旅費交通費支出が 340 万円、これは主に関係方面への広報の展開

のための旅費の計上です。印刷費支出が 360 万円、こちらは予報プログラムやポスター等

の印刷費を計上しております。広報費支出が 20 万円。渉外費支出が 40 万円。雑支出が

170 万円を計上しております。 

 第三款の他会計への繰入金支出は科目存置でございます。 

 したがって、事業活動支出の合計は 3350 万円余となります。以上でございます。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。それでは「第 4 号議案 平成 27 年度

第 23 回日本歯科医学会学術大会会計収支予算」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します。ございませんか。ご質問がないようですので、採

決いたします。「第 4 号議案 平成 27 年度大 23 回日本歯科医学会学術大会会計収支予算」

に賛成の方は挙手をお願いします。 

（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 4 号議案平成 27

年度第 23 回日本歯科医学会学術大会会計収支予算」は可決確定いたしました。 

◯高橋常任理事 議長、またお願いがございます。 

◯議長（木村博人君） はい。 

◯高橋常任理事 第 4 号議案、可決確定していただきまして、本当にありがとうございま

す。こちらの予算についても最終的には 3 月の日本歯科医師会臨時代議員会で審議を経て

確定いたします。したがって、微調整の必要が生じた場合には、学会長一任ということで

お認めいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

◯議長（木村博人君） ただいま高橋常任理事からご提案いただきました第 4 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） 
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◯議長（木村博人君） ありがとうございます。ご異議がないようですので、ご承認いた

だいたものと認めます。 

    第 5 号議案 日本歯科医学会役員（学会会長）選挙 

◯議長（木村博人君） 続きまして「第 5 号議案 日本歯科医学会役員（学会会長）選挙」

を議題といたします。これより学会役員選挙のための設営をいたしますので、5 分間の休

憩といたします。 

（休憩） 

◯議長（木村博人君） 休憩を解き、会議を開催したいと存じます。ご着席をお願いいた

します。 

 ここで選挙管理会委員の先生方をご紹介申し上げます。まず委員長の前野正夫先生でご

ざいます。続きまして副委員長の日野浦光先生でございます。ご着席ください。このほか

に委員として、日本臨床口腔病理学会所属の美島健二先生、日本歯科医師会所属の村上恵

一先生、村岡宜明先生に、選挙管理会としての今回の役員選挙にかかわる選挙管理業務を

お務めいただきました。 

 それでは「第 5 号議案 日本歯科医学会役員（学会会長）選挙」の提案理由の説明を井

上総務理事よりお願いいたします。 

◯井上総務理事 「日本歯科医学会役員（学会会長）選挙」でございます。提案理由とし

て、本学会役員の任期は平成 27 年 6 月 30 日をもって満了いたします。日本歯科医学会規

程第 6 条並びに同規程取扱い内規第 2 条の規定に基づき、次期学会会長の選出をするため

のものです。なお、次期学会会長の任期は、平成 27 年 7 月 1 日より平成 29 年 6 月 30 日

とされています。 

 参考条文として、日本歯科医学会規定第 6 条「学会会長は、別に定める選挙取扱い内規

に基づき評議員会において選出し、日本歯科医師会会長が委嘱する。日本歯科医学会規定

取扱い内規第 2 条「次期学会会長は、現学会会長の任期の最終年度内に決定する」という

ものでございます。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。日本歯科医学会役員（学会会長）選挙

は、日本歯科医学会規程第 6 条の規定により、日本歯科医学会選挙取扱い内規に基づいて

執り行います。これより学会役員（学会会長）選挙を開始いたします。 

 ここで議場にお諮りいたします。日本歯科医学会選挙取扱い内規第 20 条の規定によれ

ば、ここで議場を閉鎖し、選挙権を有する者の数を確定するため、氏名点呼を行うところ
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ですが、今回は議場の閉鎖および氏名点呼を省略してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。それでは議場の閉鎖および氏名点呼は

省略させていただきます 

 次に選挙取扱い内規第 30 条第 3 項の規定により、選挙録署名人 2 名を指名いたします。

12 番、清水評議員。55 番、三代評議員。以上、2 名の評議員の先生方にお願いいたしま

す。 

 これ以降の学会役員（学会会長）選挙に関する事務は、選挙取扱い内規第 7 条の規定に

基づき、選挙管理会が管理いたします。では選挙管理会の先生方、よろしくお願いいたし

ます。 

◯前野選挙管理会委員長 選挙管理会委員長の前野でございます。 

◯日野浦選挙管理会副委員長 副委員長の日野浦と申します。 

◯前野選挙管理会委員長 皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。それでは日

本歯科医学会選挙取扱い内規に基づき、日本歯科医学会役員選挙の選挙管理業務を執り行

います。 

 まず選挙管理会からご報告申し上げます。日本歯科医学会役員（学会会長）の選任にあ

たり、その立候補の届出期間となりました平成 27 年 1 日 8 日（木）～1 月 15 日（木）の

うち、1 月 10 日（土）、1 月 11 日（日）、1 月 12 日（月）を除く各日において、午前 9 時

30 分から午後 6 時までの間、受付業務を行いました。 

 ここで議長にご報告いたします。学会会長候補者は、住友雅人氏 1 名の届け出がござい

ました。よって学会会長選挙の候補者は 1 名となり、定員を超えておりません。また選挙

管理会は候補者について選挙取扱い内規第 4 条に規定する資格審査を行いましたところ、

学会役員候補者として適格者であることを確認しております。以上でございます。 

◯議長（木村博人君） ただいま選挙管理会委員長よりご報告いただいたとおり、候補者

が定員を超えておりません。よって選挙取扱い内規第 15 条の規定により、投票によらな

いで候補者、住友雅人氏を当選者と決定することにご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。ご異議がないようですので、住友雅人

氏を当選者と決定いたしました。なお、当選者のご挨拶は後ほど頂戴いたします。 

◯前野選挙管理会委員長 以上で学会役員（学会会長）選挙の管理業務を終了いたします。 
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◯議長（木村博人君） ありがとうございます。次に学会副会長の選任についてお諮りい

たします。日本歯科医学会規程第 6 条第 2 項により、「学会副会長は学会会長が指名する。

ただし評議員会の承認を要する」となっております。慣例によりまして、後日、学会会長

が指名した学会副会長を本日ご承認いただいたものとして取り扱ってよろしいでしょうか。

賛成の方は挙手をお願いします。 

（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。よってご承認いただいたもの

と認めます。ありがとうございました。 

 引き続き学会理事の選任についてお諮りいたします。理事の選任は、日本歯科医学会規

程第 6 条第 3 項により、学会会長および学会副会長を除く学会理事は、次の各号に規定す

る者をもって充てる。ただし、評議員会の承認を要する」となっております。慣例により

まして、後日、専門分科会および学会会長ならびに日本歯科医師会会長が指名した理事を

本日ご承認いただいたものとして取り扱ってよろしいでしょうか。賛成の方は挙手をお願

いします。 

（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。よってご承認いただいたもの

と認めます。ありがとうございました。 

 これにて「第 5 号議案 日本歯科医学会役員（学会会長）選挙」は終了いたしました。

前野委員長、日野浦副委員長、ありがとうございました。 

◯前野選挙管理会委員長 皆様のご協力によりまして、学会役員選挙の管理業務を無事遂

行することができました。まことにありがとうございました。（拍手） 

◯議長（木村博人君） これをもちましてすべての議事は終了いたしました。それでは当

選されました次期学会会長、住友雅人先生に当選証書をお渡しいたします。住友雅人先生、

ご登壇ください。 

 当選証書。住友雅人殿。貴殿は日本歯科医学会第 92 回評議員会で執行された学会会長

選挙において当選されました。よってここに当選証書を交付し、これを証します。任期、

平成 27 年 7 月 1 日より平成 29 年 6 月 30 日。平成 27 年 2 月 23 日。日本歯科医学会評議

員会議長、木村博人。選挙管理会委員長、前野正夫。おめでとうございます。（拍手） 

 引き続き次期学会会長の住友雅人先生よりご挨拶をお願いいたします。 

◯住友会長 次期日本歯科医学会会長にご推挙いただきました住友雅人でございます。ど
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うもありがとうございました。今日の会長報告でもお話をしましたように、学会事業とい

うのは仕上がるものもあり、また仕上げる途中のものもあるということです。道半ばとい

う言葉はあまり使いたくはありませんが、いま学会に答申の段階だけで、これからもう少

しステップアップしなければいけない事業、項目がたくさんございます。この 6 月いっぱ

いまでの現在の任期期間、そして次期の任期期間でそれをより高めるというか、具体化し、

そして仕上げていこうと思っております。皆さん方のご協力によるところ大でございます

ので、よろしくお願いいたします。 

 少し蛇足の挨拶ですが、硬い挨拶になってしまいました。なぜかというと、この後、協

議題で法人化の問題がございます。閉会のときに皆さんに笑顔が見せられるように、次の

審議もどうぞ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） ありがとうございました。 

    ◯協議 

◯議長（木村博人君） これより「日程 8．協議」に入ります。「（1）一般社団法人日本歯

科医学会の設立について」。執行部よりご提案、ご説明をお願いします。 

◯井上総務理事 「協議」として、「一般社団法人日本歯科医学会の設立について」という

ことで、先生方には事前に送信させていただいており、お読みいただいているかと思いま

す。また、この懸案事項は前江藤会長からずっと考えられてきたものでございます。 

 本日本歯科医学会は、ご承知のように、日本歯科医師会の中の学術研究組織、日本歯科

医学会課というようなかたちで位置づけられてきたのですが、諸事情を鑑み法人化の検討

を続け、第 87 回評議員会で「法人化に向けた具体的な対応」をすることが承認されてお

ります。それについて平成 25 年 7 月に臨時委員会として「学会のあり方検討協議会」を

立ち上げました。これは住友体制になってすぐの 7 月の臨時委員会でございます。そして

住友学会長より法人化に向けた具体的な議論を進め、それぞれの問題点を整理し、対応策

を示すように諮問書が出されております。 

 先ほど会務報告でも申し上げましたが、平成 26 年 12 月に同協議会から、本学会の将来

像を見据え、国民的理解を得られるべく具体のあるべき姿について建設的な答申を得まし

た。 

 そして理事者の全員の一致をもって日本歯科医学会を法人化するとの結論に至りました。

この理事者というのは、12 月に答申書を得て、すぐその後に臨時の常任委員会を開催し、
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また 1 月の理事会において、この意見について日本歯科医学会を法人化するということで

結論に至ったということです。 

 その理由は、わが国の歯科医療・歯科医学の進歩発展の一翼を担う本学会が常に中立性

を確保し、かつ公明正大な組織として社会の全面的な信頼を得るためにも、独立性が担保

されることが必要不可欠と思料されたからです。 

 ついては、一般社団法人日本歯科医学会設立のご同意をいただきたいということです。 

 先生方にお送りしたものは設立趣意書、法人格の必要性ということで、例えば 2 月の日

本歯科新聞にもすでに出ておりますが、医療安全の機構に入るときにも法人格でなくては

いけないということで、現状の日本歯科医学会はコメントするというような立場にござい

ます。そういったことも含めて、私どもでは法人格の必要性について、1 番から 8 番まで

挙げさせていただいております。 

 その内容を踏まえて、具体的な一般社団法人日本歯科医学会での事業内容はどのような

ことか。基本的には法人格を有していなければできない内容、法人格を有していたほうが

有利な内容を専門的に行う学会にすればよろしいだろう。 

 財源としては、専門分科会、会費がお一方 300 円、認定分科会、会費がお一方 100 円と

いう案を提示させていただき、そのお金でやっていこうではないかということです。 

 また先生方に送信させていただきましたのは定款の概要の例示であり、あくまでもまだ

定款はできておりません。例えば名称としては、一般社団法人日本歯科医学会でよろしい

だろう。英文としては The Japanese Association Dental Science（JADS）。事務所は東京

都千代田区ということで、例示として書かせていただいております。その中で会員種別も、

正会員、準会員、賛助会員を置く、細則で説明するということで、詳細は決定されていま

せん。会費に関しては、財源、先ほど申しましたようなことで運営していこうではないか。

あるいは正会員とはどういうものかというと、基本的には専門分科会が正会員である。そ

して準会員は認定分科会であると考えております。 

 このように現在進めていて、詳細については今後考えていくということで、もし本日ご

同意が得られれば、速やかにさまざまな定款案等を考えていき、新しい執行部で承認を得

られればというかたちを取っていこうということです。その中では日本歯科医師会の会員

の先生方、また日本歯科医師会はどのような立場になるのかも検討していかなければいけ

ません。 

 本日の協議の内容は、いま申し上げましたように、一般社団法人日本歯科医学会を設立
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することをご了承いただきたいということに対するご協議をいただきたいということです。

以上でございます。 

◯議長（木村博人君） ただいまの執行部提案に対し、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します。番号とお名前を発していただければと思います。 

◯栗原評議員 25 番の日本歯周病学会の栗原でございます。この設立に関して、基本的に

反対ということではございません。 

 質問させていただきたいのは「法人格の必要性について」というところで、5 番目に歯

科界を代表するうんぬんとあります。昨年の 7 月 9 日に日本歯科医学会と一般社団法人日

本歯学系学会協議会幹部と意見交換を行ったという報告がされていますが、通称歯学協は

70 を超える学会を束ねていて、それも日本を代表する組織ではないかと思います。あるい

は保険に関しては、歯保連、副会長の今井先生が代表していらっしゃいますが、それも臨

床系二十数学会を束ねていると思います。歯学協もすでに法人格をお持ちかと思いますが、

活動のすみ分けや連携についてどういったことが話し合われているのか、あるいは方向性

をお伺いしたい。歯科界を代表する組織としてうんぬんといったところにそれが出ていな

かったので、どのようにお考えか教えていただきたいと思います。 

 もう一つは蛇足ですが、提案理由のところで、先ほど井上先生に読んでいただいたので

すが、下から 3 行目に「かつ公明正大な組織として」と。これはきっちり読むと問題ない

文章ですが、変に読むと、われわれが公明正大な組織ではないように聞こえるので、これ

がなくても通用するのではないかという感じがします。これは私の個人的な意見です。よ

ろしくお願いいたします。 

◯議長（木村博人君） 執行部、答弁をお願いします。 

◯住友会長 ご質問ありがとうございました。後のほうは文面を考えてみます。先生がお

っしゃるようなかたちで書き直ししたほうがいいか執行部で検討させてください。 

 歯学系学会協議会は別に除外しているわけではございません。そういうところとも今後

やっていくわけですが、この件に関しては、現在われわれとして日本歯科医師会とは連携

というか、日本歯科医師会の下部組織として学会が存在しているということで書かせてい

ただいたし、日本歯科医師会は政策集団としてやって、その政策の学術的な根拠を学会が

つくるという非常に密。それから日本歯科医師連盟も学会との連携をお申し出いただいて

いるところがあって挙げております。 

 ここに歯学系学会協議会を書くことについて、いままでこのかたちで理事会まで参りま
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してご意見がございませんでしたので、このかたちで出しております。もしそこにそうい

うかたちで記入するのがいいという理事会等でのご意見がございましたら書かせていただ

く。結局、具体的には法人化に関しての連携というより、歯科は今後どのようにやってい

くかというところの連携であって、ここでは法人格の必要性という意味でご理解いただけ

ればと思います。以上でございます。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございます。ほかにご質問ございませんか。では「日

程 8．協議」を終了させていただきます。ほかに執行部からのご提案、ご意見等ございま

すでしょうか。評議員の皆様からご提案、ご意見等ございますでしょうか。ご提案等ない

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 92 回評議員会の全日程の審議が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、円滑なる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（木村博人君） それでは閉会の辞を、今井副会長、お願いいたします。 

◯今井副会長 先生方におかれましては、本日、大変長時間にわたり貴重なご審議を賜り、

まことにありがとうございました。本日は上程したすべての議案についてご承認いただき

ました。 

 1 年 8 カ月ほど前、私どもの執行部は発足したわけですが、当初は右も左もわからない

状態でスタートいたしました。その間、先生方のご指導、ご理解、ご協力で何とかこれま

で運営してこられましたことをこの席をお借りして厚く御礼申し上げます。残すわれわれ

の期間もあと 4 カ月余りとなってまいりましたが、残された任期を全うすべく引き続き努

力してまいる所存でございますので、今後とも先生方の深いご理解、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改めて感謝申し上げまして、簡単

ではございますが、閉会の辞とさせていただきます。どうもありがとうございました。（拍

手） 

午後 5 時 29 分閉会 
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第 92 回評議員会 

            議事録署名人    清   水   典   佳   ㊞ 

 

               同       三   代   知   史   ㊞ 


