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日時 平成 29 年 2 月 20 日（月） 

  



日本歯科医学会第 95回評議員会議事録 
 

○日 時 平成 29 年 2 月 20 日（月） 

     午後 2 時開会、同 5 時 1 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 29 名 

 

    ◯会議の成立 

◯議長（木村博人君） 大変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、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 57 名、欠席評議員

3 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報告されましたとおり、評議員総数 60 名、

出席評議員 57 名、欠席評議員 3 名でございます。したがいまして、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 95 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 94 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。9 番、栗田評議員、10 番、鄭評議員、14 番、中村評議員、17 番、宮坂評議員、22

番、新谷評議員、31 番、片山評議員。 

 また本日、予備評議員の方々がご出席されておられます。16 番、杉原評議員、33 番、

篠塚評議員、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。 



    ◯開会の辞 

◯議長（木村博人君） 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。 

◯松村副会長 皆さん、こんにちは。先生方におかれましては、新しい年を迎えられ公務

ご多忙のところ、本日の評議員会に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、本年度の評議員会、定例でございまして、本日の議題といたしましては、専門

分科会への加入に関する件、これに伴う学会規程の一部改正、それから、歯科医学会の事

業計画と予算案、こういったことをご審議いただく予定でございます。 

 それから、任期満了に伴う学会役員選挙と重要案件を上程させていただいております。

また、本学会の顕彰でございます日本歯科医学会会長賞の授賞式を執り行う予定としてお

ります。 

 どうぞ慎重なご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、第 95 回評議員会

を開会いたします。本日 1 日どうぞ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。 

    ◯議事録署名人の指名 

◯議長（木村博人君） 次に、「日程 2．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。19 番、倉林評議員、ならびに 47 番、石川評議員、よろしくお願いいた

します。以上 2 名の評議員の先生方にお願いいたします。 

    ◯日程の変更 

◯議長（木村博人君） 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 6．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いたしたいと存じますが、ご異議ございませ

んでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

◯議長（木村博人君） ご異議がないようでございますので、日程を変更して報告事項に

入ります。 



    ◯報告 

◯議長（木村博人君） それでは、「日程 6．報告」の（4）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、報告事項（4）の理事の選任（変更）についてご報告いたし

ます。 

 ご配付しております資料番号 4①、通しページでは 32 ページになります。ご覧いただき

たいと思います。 

 日本歯科医学会規程第 6 条第 3 項の規定に基づき、日本口腔外科学会、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、日本小児歯科学会、日本歯科医療管理学会、

日本障害者歯科学会、日本歯科医師会会長から指名理事の交代の申し出がございました。 

 それに基づきまして、日本口腔外科学会の古郷幹彦先生、日本矯正歯科学会の清水典佳

先生、日本歯科理工学会の河合達志先生、日本歯科放射線学会の浅海淳一先生、日本小児

歯科学会の木本茂成先生、日本歯科医療管理学会の白圡清司先生、日本障害者歯科学会の

弘中祥司先生、日本歯科医師会の小山茂幸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、任期は学会規程第 6 条第 5 項の規定により、平成 29 年 6 月 30 日までとなります。 

 資料番号 4②は、現在の学会役員名簿となります。 

 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」

（4）理事の選任（変更）についてのご報告をいたしました。 

 それでは、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、新しい理事の先生方のお名前をお呼びいたしますので、理事

の先生はその場でご起立願います。 

 まず、古郷幹彦先生をご紹介申し上げます。日本口腔外科学会より日本歯科医学会理事

として指名されました古郷先生は、日本口腔外科学会の理事長であり、大阪大学歯学部の

教授であられます。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、清水典佳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。清水先生は、日本矯正歯科学会の理事長であり、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。 

 続きまして、河合達志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。河合先生は、日本歯科理工学会の理事長であり、愛知学院

大学歯学部の教授でいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、浅海淳一先生をご紹介申し上げます。日本歯科放射線学会より理事として

指名された先生でございまして、日本歯科放射線学会の理事長であり、岡山大学歯学部の

教授であられます。よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、木本茂成先生をご紹介申し上げます。日本小児歯科学会よりのご指名でご

ざいまして、木本先生は日本小児歯科学会の理事長で、神奈川歯科大学の教授でいらっし

ゃいます。よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、白圡清司先生をご紹介申し上げます。日本歯科医療管理学会よりご指名さ

れました白圡先生は、日本歯科医療管理学会の会長であられ、大分県でご開業でございま

す。よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、弘中祥司先生をご紹介申し上げます。日本障害者歯科学会よりご指名でご

ざいます。弘中先生は、日本障害者歯科学会の副理事長であられ、昭和大学歯学部の教授

でいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。 

 最後に、小山茂幸先生をご紹介申し上げます。日本歯科医師会会長より日本歯科医学会

理事として指名されました小山先生は、日本歯科医師会の常務理事でいらっしゃいます。

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（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。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。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 4．挨拶」に入ります。初めに住友会長よ

りご挨拶をお願いいたします。 

◯住友会長 皆様、こんにちは。この時期の評議員会を開催するに当たりましては、受験

生の親と同じ気持ちでございます。各地の天候が大変気になって、天気のニュースを頻繁

に見ておりました。ここにお集まりいただくにも、交通手段で大変難儀されて来られた方

もいらっしゃるかもしれません。今日は飛行機が飛ばなくて欠席された方もいらっしゃる

と聞いております。ここに集まっていただいただけで、私がホッとするわけではございま

せん。皆さん方が帰り道、無事にたどり着くということ、それをお祈りしてございます。 

 第 95 回の評議員会でございますが、われわれ執行部のほうから皆様方に多くの情報の

提供をするということ、そしてまた多くの審議事項がございますので、そのご審議もいた

だくということでございます。 

 この評議員会開催の意味について十分ご理解いただいていると思いますが、この進行に

関しましても、何とぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。また、詳細につきまし

ては学会長の報告がございます。そこでお話をさせていただきます。 

 本日は、ここにお集まりいただいたことを心から感謝申し上げます。ありがとうござい

ます。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。 

 次に、日本歯科医師会副会長、柳川忠廣先生にご挨拶をいただきたいと存じます。 

 それでは、柳川副会長よろしくお願いいたします。 

○柳川副会長 皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました日本歯科医師会の柳川でござ

います。本日は、日本歯科医学会の第 95 回評議員会のご開催、まことにおめでとうござ

います。 

 あいにく、私ども会長の堀が公務で不在でございますので、かわりに一言ご挨拶をさせ

ていただきます。 

 日ごろより、日本歯科医学会、住友会長をはじめ、執行部の皆様とは日本歯科医師会と

して強固な連携、協力関係を構築した上で、さまざま、現在、新病名、専門医制、歯科医

療の活性化等々の議論を重ねているところでございます。 

 また、本日は専門分科会の皆様もご出席でございますが、日本歯科医師会はもとより、

都道府県歯科医師会、群市区歯科医師会の各学会研修会、講演会の講師としてお務めいた

だいていることや、さらには、会誌や学会誌を通じて、新しい学術情報を会員に提供して



いただているということで、日本の歯科医療の質の確保、さらに向上にご貢献されている

ということに、改めて御礼を申し上げたいというふうに思います。 

 私ども堀執行部、実は、新しい執行部になって、まだ 1 年たっておらないわけでござい

ますが、もうすぐ 1 年を迎えます。会長が部局横断型の 28 の課題、それからふえて、今、

課題が 34 になっておりますが、34 の課題についていろいろ検討してまいりました。 

 かねてよりの課題も多く、なかなかクリアカットに全部解決というわけにはいきません

が、何とかやっているところでございます。また、一番大きな課題として、平成 30 年対

応というのを挙げております。ご承知のように、各医療制度に係る改革が平成 20 年に行

われて、それから 10 年たちます。 

 都道府県の保健医療計画、さらには、介護保険の事業計画だとか、さまざまな改革が 30

年からまた新たにスタートしますので、そんな中に、医療と介護の同時改定がございます。 

 これから、実は、消費増税が 1 年半先送りになったことで、医療財源的には大変厳しい

折衝になるかと思いますが、幸いにも学会から 6 年ぶりにタイムスタディーが出ると。さ

らには、例年よりも少し早いペースで、各学会の医療技術評価提案が出るというふうに伺

っておりますので、なかなか厳しい折衝の中で、素手では闘えませんので、そういった学

会からいただくタイムスタディーとご提案を根拠に、支えとして、平場の議論を含めて折

衝に臨んでまいりたいというふうに考えております。 

 これはまた別の問題でございますが、昨年 10 月、第 23 回の歯科医学会総会、本日は水

田会頭もお見えでいらっしゃいますが、本当に 4 年に 1 回の大会を福岡歯科大学を中心と

して、九州地区の九州歯科大学、さらには九州大学、鹿児島大学、長崎大学の各歯学部の

皆さんが、そこを支えることでしっかりと準備をされ、立派に運営され、見事に成功裏に

終えられたことを、改めてこの場をおかりして、厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 それから、本日ご参集の各学会、各地区の歯科医師会の皆様方のご活躍をご祈念申し上

げ、日本歯科医学会のさらなる発展をご祈念申し上げて、甚だ粗辞ではございますが、日

本歯科医師会からの挨拶にかえさせていただきます。どうも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。 

 次に、昨年 10 月に開催されました、第 23 回日本歯科医学会総会の会頭を務められまし

た水田祥代先生にご挨拶をいただきたいと存じます。 

 それでは水田会頭、ご挨拶をお願い申し上げます。 

○水田会頭 ただいまご紹介いただきました、水田でございます。第 23 回の日本歯科医



学会総会で会頭を務めさせていただきました。 

 今回の総会でございますけれども、昨年 10 月 21 日から 23 日までの 3 日間、先ほどご

紹介いただきましたように、関門海峡を初めて渡りまして、九州の地福岡で開催させてい

ただきまして、無事にといいますか、盛会に終わったこと、すべて皆様方のご支援のおか

げだと大変うれしく思っております。本当にどうもありがとうございました。 

 平成 24 年 7 月に、日本歯科医学会の前会長であられました江藤一洋先生から、私ども

の前の理事長、故田中健藏先生のほうに、福岡歯科大学が主幹校として、そして九州地区

の四大学、九州歯科大学と、九州大学の歯学部、長崎大学の歯学部、鹿児島大学の歯学部

が幹事校として一緒に力を合わせて、そしてまた九州地区の歯科医師会の先生方のご賛同

を得て、一緒にやってほしいということを依頼されまして、皆さんにお願いしてご賛同を

得られましたので、私どもも準備を始めました。 

 その間、田中先生が急逝されるという不幸なこともございましたけれども、私どもが継

がせていただきまして、皆さんのご援助のもとで、一生懸命準備して、それから今度は 4

年間の準備を終えた後に、次には、九州地区の歯科医師会の先生方、歯科医の先生方と、

第 69 回の九地連の会合、そしてまたデンタルショーのことも、あそこでしていただきま

して、地方でありながらおよそ 9200 名の参加を得ることができまして、非常によかった

かなと思っております。もう本当に、ただただ安堵といいますか、感謝を申し上げます。 

 最初に、夢を持って歯科医療の未来を描くということをテーマに、「歯科医療 未来と夢」

ということで、いろいろなことを日本だけではなくて、世界の先生方からいろいろなお話

をいただきましたし、そして、この 4 年間でいろいろ変わっていった歯科医療につきまし

て、皆さんに少しでも情報を出すことができたのではないかと思っております。 

 また、それだけではなくて、一般的な市民公開講座などもしましたし、そして「口から

始めよう健康」ということで、小さな冊子も出していただきまして、結構皆さんの評判も

よかったと思って、私たちも非常に喜んでおります。 

 いずれにせよ、無事にプログラムの詳細につきましては、また、後で準備委員長の北村

から報告があると思いますが、何はともあれ、滞りなく、第 23 回の学会を終えることが

できたこと、これに対しまして、これはすべて皆様方、日本歯科医師会、日本歯科医学会、

各地区の歯科医師会、そして各大学の先生方のおかげだと思っておりますので、まずは感

謝を申し上げて、私の簡単な報告とさせていただきます。 

 まず、本当にありがとうございました。（拍手） 



◯議長（木村博人君） 水田会頭ありがとうございました。 

 井上総務理事、どうぞ。 

○井上総務理事 ただいま水田会頭からご挨拶をいただいたわけでございますが、第 23

回の日本歯科医学会総会を成功裏に導かれまして、本学会より感謝の盾を贈呈し、感謝の

意を表したいと思います。よろしくお取り計らいいただければと思います。 

◯議長（木村博人君） ただいまの執行部提案につきまして、ご異議ございませんでしょ

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、それでは井上総務理事、よろしくお

願いいたします。 

○井上総務理事 それでは、大変申しわけございません。水田会頭及び住友会長先生は、

前にお願いいたしたいと思います。 

 先生方もうご承知のように、本総会は福岡歯科大学を中心とした準備委員会を組織され

まして、長期間にわたる緻密な計画のもと、時宜を得た新企画を盛り込むなど、用意周到

な準備を積み重ね、当日運営においても、非常にすばらしい運営をなされました。 

 また、この機会は多くの会員を含む歯科医療関係者の参加を得まして、内外より高い評

価を受けたと感じております。本学会は、第 23 回日本歯科医学会総会の開催に当たり、

その準備、運営に献身的に尽くされました先生方を代表いたしまして、水田会頭へ感謝盾

を贈呈いたします。 

 どうぞ、住友先生よろしくお願いいたします。 

○住友会長 感謝状、第 23 回日本歯科医学会総会会頭、水田祥代殿。貴殿は平成 28 年

10 月 21 日から 23 日までの 3 日間、福岡で開催された第 23 回日本歯科医学会総会の会頭

として、臨・学・産の連携のもと学術の振興と国際交流に多大な貢献をされました。ここ

に深甚なる感謝の意を表します。平成 29 年 2 月 20 日、日本歯科医学会会長、住友雅人。 

 感謝状でありますが、全体的には盾となってございまして、水田先生が好きな日本歯科

医学会のＰＲキャラクター「よ坊さん」のパネルがついてございます。先生、どうもあり

がとうございました。（拍手） 

○井上総務理事 水田先生、一言ご挨拶をいただけますか。 

○水田（会頭） 思いもかけず、このような立派な盾をいただきまして、大変ありがとう

ございます。それに、この「よ坊さん」の人形は、私の部屋に飾ってあります。本当は学



会のときの大きなのが欲しかったんですけれども、あれは理事長室に入らないので、小さ

いのを歯科医師会のほうからいただきまして、それを飾らせていただいております。これ

は私の名前になっておりますけれども、本当に皆さんのおかげで、全員でいただいたもの

として、きょう帰りましてみんなにも報告させていただきたいと思います。本当にありが

とうございました。（拍手） 

○井上総務理事 どうもありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして感謝盾の贈呈式を終了いたします。ご協力ありがとうござ

いました。 

    ◯平成 28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 28 年度日本歯科医学会会長賞授賞式」を

執り行いたいと思います。壇上を整理いたしますので、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） それでは設営が終了したようですので、松村副会長よろしくお願

いいたします。 

○松村副会長 それでは、ただいまから平成 28 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後方から入場されます。どうぞ盛大な拍手でお迎えいた

だきたく存じます。（拍手） 

 それでは本日、学会会長賞を受賞されます先生方のご功績につきまして、井上総務理事

より功績発表を行います。井上総務、どうぞよろしくお願いいたします。 

◯井上総務理事 先生方のお手元に、ピンク色の表紙の綴じたものがございます。こちら

をご覧いただきながら、お聞きいただければと思います。 

 それでは平成 28 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 条第一号「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」に該当いたします受

賞者は、井上美津子先生、永田俊彦先生、髙田隆先生の三名の方でございます。 

 続きまして、同授賞基準第 3 条第二号「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」に該当いたします受賞者は、千田彰先生、神原

正樹先生、覚道健治先生の三方でございます。 

 続きまして、同授賞基準第 3 条第三号「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」に該当いたします受賞者は、池田雅彦先生でございます。 

 それでは、受賞決定に至ります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、ならびに日本歯科医師会会長よりご推挙いただい

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 6 回

常任理事会ならびに第 5 回理事会において、授賞者を決定いたしました。 

 授賞者の功績につきましては、ピンク色の冊子をご覧ください。 

 まず、井上美津子先生です。井上美津子先生は、小児歯科保健と母子保健の臨床研究に

邁進されました。昭和大学では、齲蝕予防と定期口腔管理を中心とした口腔管理システム

を他大学に先駆けて構築、また地域の障害児施設での口腔管理を実践されました。 

 主な研究課題には、「食育推進のために咀嚼習熟期の幼児に推奨される食形態の検討」が

あげられます。また、捕食時の口唇、下顎の動きを 3 次元的に分析・検討されています。 

 以上述べましたように、井上先生は小児の口腔保健の発展に貢献され、受賞となりまし

た。 

 続きまして、永田俊彦先生でございます。永田先生は、骨代謝研究に視点をおいた歯周

病関連分野の研究、薬物性歯肉増殖症の病因を解明する研究などで、目覚ましい成果を上

げられています。 

 最近では、糖尿病と歯周病の関連など、「歯周医学の推進」に功績を残されました。 

 以上の理由から今回の受賞となっております。さらに永田先生は、本学会においても常

任理事、評議員、評議員会議長、各種委員会委員を歴任され、会務の健全な運営に尽力さ

れております。 

 続きまして、髙田隆先生でございます。髙田先生は、歯原性腫瘍及び唾液腺腫瘍関連の

研究で非常に有名な先生でございまして、組織分化や細胞分化など病理学的な特性を明ら

かにされ、診断病理学的基準確立に貢献なされました。そして今回の受賞となったと思い

ます。 

 先生はまた本学会においても、理事、各種委員会委員を歴任され、会務の運営にご尽力



されております。 

 続きまして、千田彰先生でございます。千田先生は、母校を卒業され、それ以来同校に

て一貫して歯科医学教育に携わり、歯学教育に多大な貢献をなされました。また我が国の

保存修復学教育に使用されている代表的な 3 冊の教科書の編纂に代表執筆者、編集者とし

て参加され、保存修復学教育の近代化と標準化に尽力され、今回の受賞となっております。 

 先生は本学会においても、理事、各種委員会委員を歴任され、会務の運営に協力されて

おります。 

 続きまして、神原正樹先生でございます。神原先生は、歯学情報教育協会の委員長とし

て、歯科医学教育の情報化に取り組まれ、世界基準を目指した歯科医学教育や地域包括ケ

アシステムで活躍できる歯科医師養成のための多職種連携教育に取り組まれ、今回の受賞

となっております。 

 また先生は、海外の学会へも積極的に参加され、FDI では理事を 6 年間、さらに本学会

においても常任理事、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い

ただきました。 

 続きまして、覚道健治先生でございます。覚道先生は、歯科医学教育における口腔外科

学、顎関節学の確立と実践、口腔外科学・顎関節学教育の国際化などの教育課程に取り組

まれ、学問の発展に専心され、今回の受賞となっております。 

 先生は本学会においても、常任理事、理事、各種委員会委員を歴任され、やはり会務の

健全な運営にご尽力していただきました。 

 最後に、池田雅彦先生でございます。池田先生は、北海道歯科医師会入会以来、歯周病

治療の普及に努められ、地域医療の歯科保健衛生の向上に多大な貢献をなされています。 

 北海道歯科医師会の理事任期中には、北海道の無歯科医療地域での歯科検診ならびに口

腔衛生指導に尽力されております。 

 また、北海道大学では臨床教授を務められております。学外実習に際しては、開業医の

立場から歯科医師としての基本姿勢や臨床の実際について指導されてこられております。

以上の理由から、今回の受賞となりました。 

 以上、受賞者の功績発表といたします。受賞者の先生方、このたびはまことにおめでと

うございました。 

○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 日本歯科医学会は、昭和 24 年に設立されていまして 68 年たちます。この学

会長賞は平成 3 年（1991 年）に規定がなされてございまして、その 4 月 1 日から、これ

が学会長賞として、われわれの中で最高の賞ということで今までやってまいりました。 

 たまたま私が学会長ゆえに、今日皆様方に学会長賞をお渡しするという栄誉ある立場を

いただいたこと、逆に、私のほうが感謝申し上げます。皆様方のますますの今後のご活躍

を祈念いたしまして、これから一方一方、会長賞をお渡しいたしたいと思います。 

 本日はまことにおめでとうございました。（拍手） 

◯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 条第一号に該当いたします歯科医学・医術の研究の発展に貢献されまし

た井上美津子先生、どうぞ前にお進みください。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。井上美津子殿。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 29 年 2 月 20 日。

日本歯科医学会会長、住友雅人。第 146 号でございます。おめでとうございます。（拍手） 

◯松村副会長 続いて永田俊彦先生どうぞ。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。永田俊彦殿。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 29 年 2 月 20 日。日

本歯科医学会会長、住友雅人。第 147 号。大変おめでとうございます。（拍手） 

◯松村副会長 続いて髙田隆先生です。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。髙田隆殿。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 29 年 2 月 20 日。日本

歯科医学会会長、住友雅人。第 148 号でございます。おめでとうございます。（拍手） 

◯松村副会長 続きまして授賞基準第 3 条第二号に該当いたします歯科医学教育の向上に

多大な貢献をされました千田彰先生です。前へどうぞ。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。千田彰殿。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 29 年 2 月 20 日。日本歯科医学会会長、

住友雅人。第 149 号。おめでとうございます。（拍手） 



◯松村副会長 続きまして神原正樹先生、前へどうぞ。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。神原正樹殿。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 29 年 2 月 20 日。日本歯科医学会会長、

住友雅人。第 150 号でございます。おめでとうございます。（拍手） 

◯松村副会長 続いて覚道健治先生、前へどうぞ。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。覚道健治殿。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 29 年 2 月 20 日。日本歯科医学会会長、

住友雅人。第 151 号でございます。おめでとうございます。（拍手） 

◯松村副会長 次に授賞基準第 3 条第三号、地域歯科医療の向上に多大なる功績を残され

ました池田雅彦先生、前へどうぞ。 

◯住友会長 日本歯科医学会会長賞。池田雅彦殿。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功労がありました。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 29 年 2 月 20 日。日本歯科医

学会会長、住友雅人。第 152 号でございます。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

表いたしまして、池田雅彦先生より謝辞を頂戴いたします。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○池田雅彦君 ただいまご紹介を預かりました札幌で開業している池田と申します。受賞

者を代表しまして、一言謝辞を述べたいと思います。 

 今回このすばらしい日本歯科医学会の最高の賞であります、日本歯科医学会会長賞とい

うものをいただきまして、本当に感謝しております。また非常に光栄に存じております。

選んでいただきました会長先生をはじめ、理事の先生方、関係者の方々、本当に深く感謝

しております。 

 また、われわれを推薦していただきました各学会関係者、ならびにその大学関係者の方

も含めて、非常に深く感謝しております。 

 微力ながら歯科界のために努力しまして、今後とも精進してまいりたいというふうに考

えております。 

 簡単でございますが、これで私の謝辞とさせていただきます。本当に今日はありがとう



ございました。（拍手） 

○松村副会長 池田先生ありがとうございました。受賞された先生方、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とご発展を祈念申し上げます。 

 以上をもちまして、授賞式の全日程を終了とさせていただきます。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） 

 以上をもちまして平成 28 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す。それでは場内整理を行いま

すので、ここで 10 分間、休憩いたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

（休憩） 

 

◯議長（木村博人君） 休憩を解き、会議を再開いたします。ご着席ください。 

    ◯報告 

◯議長（木村博人君） それでは「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 ご報告申し上げます。2 月 6 日に先生方には、本資料としてかなり分厚

かったと思うんですけれども、メールにてお送りさせていただいております。また追加資

料として、用語委員会に関するものを送らせていただいております。 

 まず、その本資料に基づきまして、1①が「一般会務報告」になります。そして 1②が「日

本歯科医学会平成 29 年度諸会議予定」、今後という形になります。また 1③が「日本歯科

医学会専門分科会総会一覧」でございます。1④「認定分科会総会一覧」でございますの

で、ご参考いただければと思います。 

 それでは、簡単に「一般会務報告」をご報告申し上げます。 

 既にご覧いただいておりますので、かいつまんでお話し申し上げます。第 94 回の評議

員会は、昨年 2 月 24 日に行われまして、事業計画であるとか会計収支予算等をお認めい

ただいております。 

 3 月 24 日には、歯科医師の資質向上等に関する検討会、歯科医療の専門性に関するワー

キンググループが厚生労働省で開催されておりまして、本学会からは今井副会長と私が出



席して、今もまだ進行中でございます。 

 4 月 27 日には、学会の第 4 回常任理事会が開催され、専門・認定分科会の資格審査委員

会答申、日本歯科医師会平成 28 年度生涯研修セミナーに対する協賛等について、話し合

いを行いました。 

 6 月に入りまして、26 日には日本歯科医学会歯科医療協議会研修会を「新技術・新機能

（区分 C2）と先進医療を推進する」をテーマに歯科医師会館、この場において講演を行

いました。参加者は 169 名でございます。 

 7 月に入りまして、7 月 13 日には診療ガイドライン作成者意見交換会を、やはりこの場

において行いまして、130 名の参加を得ております。 

 9 月 3 日になりますと、第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」

を開催いたしまして、8 題の口頭発表及びポスター発表が行われました。参加者は 70 名で

ございます。 

 また 9 月 12 日には、今年度タイムスタディーを行うということになりまして、タイム

スタディーのワーキンググループが、まず第 1 回目として開催されております。 

 さらに 10 月 29 日と 30 日、これは非常に大きな問題でございますが、日本医療安全調

査機構より委託を受けて、日本歯科医師会が日本歯科医学会連合の協力を得て医療事故調

査制度研修会、これは 29 日が東京でございまして、30 日が大阪会場で開催されました。

こちらに関しましては、東京会場は 78 名の参加、大阪会場は 140 名の参加を得ておりま

す。 

 11 月は、11 月 27 日に歯科医療関係者向け研修会といたしまして、「歯科医療に保育と

栄養の視点を取り入れよう～摂食嚥下機能を理解して子どもの食の問題に対応する～」を

この会館で行いまして、203 名の参加者を得ております。 

 また 12 月 5 日には、今日行われます会長選挙でございますが、第 1 回選挙管理会が開

催されております。 

 そして 12 月 17 日には、日本歯科医学会・国際歯科研究学会（JADR）の共催シンポジ

ウムが行われまして、「歯学研究における重要な発見とその可能性－健康長寿への貢献から

ノーベル賞へ－」ということで、何とか歯科界からノーベル賞候補者、そしてノーベル賞

を出そうじゃないかということを前提に、いわゆるシンポジウムを行いました。参加者は

93 名でございました。もう少しいたらよかったというふうに思いますが、また、こういっ

たようなシンポジウムを次年度も計画しておりますので、ご参加のほどよろしくお願いし



たいと思います。 

 12 月 21 日には、第 6 回常任理事会を開催いたしまして、多くのことが審議されており

ます。 

 年が明けまして 1 月 25 日には、学会第 7 回常任理事会を開催いたしました。 

 さらに同日、第 5 回理事会を開催し、やはり多くの事項を検討させていただきました。 

 1 月 31 日（火曜日）には、学会第 3 回歯科学術用語委員会を開催し、2 年後に向けて、

実は 2008 年に歯科医学会が編集いたしました用語集が出ておるんですが、その改訂に向

けて動き始めました。これはまた事業計画のほうで、詳細にお伝えしたいというふうに思

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。「第 23 回日本歯科医学会総会報告」を、

総会準備委員長の北村憲司先生よりお願いいたします。 

○北村第 23 回日本歯科医学会総会準備委員長 福岡学園の北村でございます。第 23 回日

本歯科医学会総会のご報告をさせていただきます。 

 資料は 2①、②、③と 3 つございます。①が昨年のこの評議員会以降、総会関係で取り

組んできました内容でございます。②が総会当日の参加者数の表となっております。③は

プログラムに黒で白抜きの数字が入っておりますが、それぞれのシンポジウム、ないしは

講演等の実参加者数ということでございます。 

 それでは 2①でございます。この総会開催までの 1 年間で、常任委員会を 4 度開催いた

しまして、会の実質的な運営について協議させていただきました。その間、歯科医師会、

日本医師会に表敬訪問をしたり、水田会頭が文部科学省、厚労省に赴きまして、大臣等の

参加、ご出席のご依頼をいたしております。 

 そして 6 月 27 日には、日本歯科医学会総会開催に向けて、住友会長、水田会頭、私、

石川副準備委員長、岡部事務局長、青柳日歯広報担当常務理事で座談会を開きまして、こ

れについては日歯広報に掲載されました。 

 それから 8 月 18 日には、歯科医学会総会の記者会見を行いまして、これには住友会長、

水田会頭、私、石川副準備委員長、岡部事務局長、長谷九地連会長が出席し、この総会に

向けてのアピールをさせていただきました。 

 こういった形で、10 月 21 日から 23 日の総会が実施されたということでございます。

福岡歯科大学といたしましても、この総会に向けて 2 度ほど教員全員が集まって、準備の



ための打ち合わせを行いました。前日には担当全員が集まりまして、リハーサルも行いま

して、当日の円滑な運営を大学、学園、総力を挙げて行った次第でございます。 

 開会講演は、これまでと違いまして、異例ではございましたが、2 題用意させていただ

きました。1 題は前回、大阪大会で残念ながら講演をいただけなかった山中先生にお願い

いたしまして、「iPS 細胞研究の現状と医療応用に向けた取り組み」というタイトルで、そ

れからもう１人、東京理科大学の特任副学長でございます向井先生には、宇宙飛行士とい

う観点から「宇宙飛行から学んだこと－有人宇宙探査と歯科医学への期待－」というタイ

トルでご講演をいただきました。 

 この 2 つの開会講演につきましては、資料 2②にございますように、メイン会場で開催

いたしましたが、メイン会場が 1700 名の収容人員でございまして、それでは入り切れま

せんで、第 1 から第 5 までの講演会場等をサテライト会場にして、合わせて 3200 名の方

にこの開会講演を聞いていただきました。 

 それから開会式につきましては、水田会頭の会頭講演も含めまして 500 名の参加を得ま

した。 

 そのほか金曜日から日曜日までの 3 日間で、シンポジウムが 13 題、講演は招待講演が

10 題、そのほかに英語でのセッションで、英語の講演が 2 題、英語のシンポジウムが 8

シンポジウムという、これまでにない大規模な総会になったというふうに思います。 

 このほか、この日本歯科医学会の分科会のプログラムが 9 題、日本歯科医師会のプログ

ラム、そして、先ほど水田会頭からの話にも出ましたが、九地連のプログラムが 1 題、「公

開フォーラム」等で構成されまして、トータルで資料 2②にございますように、9200 名の

方にご参加をいただきました。 

 事前登録が 1 万 1100 名ということでございまして、およそその 83％の方にご参加いた

だけたということで、住友会長とお約束させていただきました、実質的に登録した方に参

加していただくという初めての会になったのではないかと思っております。 

 資料 2③でございますが、英語のシンポジウム、講演等を中心に、若干講演の収容数に

比べまして参加者が少ない、講演会場も見受けられましたが、先ほど報告させていただき

ましたように、開会講演をはじめ、かなり多くの講演会場で立席者も出るというような状

況になりまして、今回初めて九州の地で開催させていただきました、そして九州地区の 5

大学の歯学部の連携によって、初めての形で開催させていただきました 23 回日本歯科医

学会総会は成功裏に終えることができたのではないかというふうに、私どもも自負してお



るところでございます。 

 この間、この総会の開催に向けてご協力いただきました日本歯科医学会分科会の評議員

の皆様に厚く御礼を申し上げます。 

 以上でございます。 

◯議長（木村博人君） 北村先生、ありがとうございました。 

 続きまして、「会計現況報告」を、小山常任理事よりお願いいたします。 

○小山常任理事 それでは、平成 28 年度学会会計収支計算書のご報告を申し上げます。 

 通しページ 29 ページ、資料番号 3①をご覧ください。 

 平成 28 年度 12 月末現在の学会会計収支計算書でございます。平成 28 年 4 月 1 日から

12 月 31 日までの 9 カ月間の会計現況でございます。なお、この収支計算書では、款項の

項目表示は省略しておりますので、ご了承ください。 

 まず、事業活動収入の合計は 464 万円余でございます。一般会計繰入金収入は未執行と

なっております。 

 続きまして、事業活動支出でございますが、事業費支出は 5726 万円余で執行率は 63.4％

となってございます。 

 次に、管理費支出は 1617 万円余で執行率は 44.9％となってございます。 

 主な支出項目として、会議費 366 万円余、事務費 1250 万円余となっております。 

 続きまして、第 3 款他会計への繰入金支出は 2 億 5000 万円でございます。 

 したがいまして事業活動支出の合計は 3 億 2343 万円余で執行率は 85.7％となってござ

います。よって、事業活動収支差額はマイナス 3 億 1879 万円余でございますが、一般会

計からの繰入金が未執行のため、マイナスとなっております。 

 続きまして、平成 28 年度第 23 回日本歯科医学会学術大会会計収支計算書のご報告を申

し上げます。 

 通しページ 30 ページ、資料番号 3②をご覧ください。 

 同じく、平成 28 年 4 月 1 日から 12 月 31 日までの 9 カ月間の会計現況でございます。 

 まず事業活動収入は、雑収入が 598 万円でございます。他会計からの繰入金収入は、学

会会計からの繰入金収入の 2 億 5000 万円でございます。よって事業活動収入の合計は 2

億 5598 万円余でございます。 

 続きまして、事業活動支出でございますが、事業費支出が 5747 万円余で執行率は 30.8％

となってございます。管理費支出については、大会準備支出による 424 万円余でございま



す。したがいまして、事業活動支出の合計は 6171 万円余となってございます。よって事

業活動収支差額は 1 億 9426 万円余でございます。 

 以上、ご報告申し上げます。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。 

 続きまして、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 では、座ったままで失礼いたします。 

 「会長報告」でございますが、今回の定時評議員会が私たち執行部の 2 期目の最後とい

うことになりますが、現執行部は 6 月 30 日までの任期がございますので、まだ 4 カ月間

という期間を残してございます。この期間は、現在取り組んでおります事業を具体的な形

で示すこと、そして継続が必要な事業は、次期にスムーズにつなげる道づくりなど、重要

な課題がございます。 

 これまでの取り組みに関しましては、学会からさまざまな手段で情報発信をしてござい

ます。そして、今日の報告などからご理解いただけているものと存じます。 

 ここで 6 月 30 日の任期の期間までに実施する大きなシンポジウムとフォーラムについ

てお知らせするとともに、ご参加を呼びかけるということ、そして第 24 回日本歯科医学

会総会の開催予定をお知らせすることをもって会長報告とさせていただきますというふう

に文面で準備してまいりましたが、今、大変重要なことを思いつきました。 

 今年、平成 29 年は 30 年度の診療報酬改定の準備の年でございまして、小林隆太郎先生

5 月の何日が提出日……、提案書の提出日はいつ、5 月何日だろう。 

○小林常任理事 5 月 31 日。 

○住友会長 5 月 31 でいいの。今年の 5 月 31 日に、各分科会から出していただいた提案

書を、日本歯科医学会のほうでチェックさせていただいて、そしてブラッシュアップした

ものを 5 月 31 日までに厚生労働省に出そうと思っています。 

 前回 28 年の改定のときは、日本歯科医師会等に対して 20％以上の収載率というふうに

言っておりましたが、皆さんご存じのように 50％の収載率になりました。もうこの際、収

載率を言っているとうまくいかないので、前回は 31 項目が収載されました。したがって、

30 年度は 31 項目以上を目指す。ですから収載率ではなくて、収載項目数ということで勝

負しようと思っております。 

 そのためにタイムスタディーなどもスタートしておりまして、いわゆるエビデンスの高

い、そういう情報をもとにして提案書を提出する予定でございます。これについては、も



う随分各分科会、そして地区の歯科医師会の先生方からもご理解をいただいていると思い

ますが、これからやっておりまし、もう提案書は厚労は受け付けているのですが、われわ

れとしては期限いっぱい、完成度を上げて出そうということでやってございます。 

 それからお手元のカラー刷りのものがございますが、これは今後、厚生労働省、外務省、

経産省、文科省とともに、やはり学会として、アジアに対する歯科医療協働をやっていく

と。各地区の歯科医師会、また個人的にアジアの歯科医療協働をなされている方がいます

が、これを学会として取り組んでいこうということでございます。 

 今年 4 月 23 日に、ここの会場でシンポジウムを開催いたします。このシンポジウムは

何をするかということでございますが、各国いろいろな状況がございますので、そこはど

ういう状況になっているかという情報の収集ということ、それから、われわれのこれから

の方向性を決めるというようなディスカッションができればと思います。 

 アジア歯科医療協働ですが、サブタイトルとして「－アジアがいま願うこと、われわれ

が今できること－」ということでございます。この特別講演の講師北原茂実先生は、ご存

じの方いらっしゃるかもしれませんが、「日本の医療がトヨタを超える日」という本を出し

ておられて、日本の公的医療保険制度を東南アジアに持ち込むということで、今、彼はカ

ンボジアを中心にして病院をつくって、そして進めております。 

 その方に特別講演をお願いし、そして、いわゆる臨・産・学で対応しました「デンタパ

ックココロ」というパッケージがございますが、それをこのアジアの地域、無歯科医村の

ところで活用できるような、その「デンタパックココロⅡ」──それは仮称でございます

が、ジュニアとか、そういうものをつくって、その国の状況に応じたものをこれから展開

していけばいいのではないかということで、日本歯科商工協会の方にいろいろお話をいた

だく。 

 そして今、日本に海外から留学している、特に大学院に留学されている方から、その国

の状況を聞く。これは歯科的な状況だけじゃなくて、歯科医療のライセンスの問題とか、

それから国情とか、そんな話もしていただきたい。 

 それから個別に今、いろいろな形で東南アジアに歯科の支援を展開されています先生方

からもお話をいただくということでございます。 

 このポスター、お手元の A4 の資料はポスターとして皆さん方のお手元にお届けしよう

と思っております。そして、その内容についても、詳しく説明ができる資料をつけてお送

りする。 



 4 月 23 日には、ぜひここの場所にお集まりいただくように、皆様方から各関係者にお伝

えいただきたいというふうに思っています。これが歯科医学会、そして日本歯科医師会、

そして行政、産業界とともに、これからアジアにどういう形で展開できるかという、改め

たスタートになります。ぜひよろしくお願いいたします。 

 もう 1 点は、A4 の紙で、そちらにお渡ししてございますが、これはどういうものかと

いいますと、日本歯科医学会の重点研究委員会というのがございまして、子どもの食を育

む歯科からのアプローチということで、過去に公開フォーラム、それから専門職に対する

研修会をやってまいりました。 

 そして 4 年間──2 期でございますが、重点研究から見えてきた課題と展望ということ

でございまして、われわれは少子高齢化の少子に重点を置いて、この子どもたちをどうい

うふうにこれからやっていくか、歯科がどういうふうな形で関与するかということをやっ

てございました。 

 それで今年 5 月 28 日、この場所でございますが、公開フォーラムを予定してございま

す。皆さんご存じの方もいらっしゃると思いますが、全国にこども食堂というものをつく

っておられて、この発信元といいますか、初めてやられました「気まぐれ八百屋だんだん」

の店主近藤博子さんに講演をいただくことになっています。 

 この人は、東京医科歯科大学の衛生士の専門課程を出られた歯科衛生士のライセンスも

持っておられる方でございます。ここに歯科がどのようにかかわれるかということ。 

 そして摂食嚥下障害でないが口腔機能発達不全を呈する子どもへの対応ということで、

今までやっておりますいろいろな情報を集めて、これからこういう子どもたちに対して、

その指針をつくろうということになっています。 

 われわれ歯科医師が、その専門家であるという認識のもとに、知識と技術、それは指針

という形で身につけていただいて、そういう患者さんもやっていこうということ、そうい

う世界にかかわっていこうということでございます。 

 ここに先生方の名前がございますが、地域歯科医院での気づきや相談されること、それ

から、先ほど言いました子どもへの対応と子どもの食べることの心理や健康について、摂

食機能障害との見分け方、その場合の対応ということで、5 月 28 日にこの場で公開フォー

ラム、ここはメディアの方々に大いに声をかけます。声をかけたけれども、実際に現場に

行ったら何も対応できないというのでは困る。ゆえに、そこについて指針をつくって、そ

して皆様方がその専門家として、今後活躍いただきたいという思いを持ってございます。 



 それから、先ほど第 23 回日本歯科医学会総会の報告がございました。これは九州地区

の全力を挙げての総会でございまして、私たちはいろいろな形で情報を得ることができま

した。 

 第 24 回の日本歯科医学会総会をどうするかということ、これはいつ開催するかという

ことを、まずお話をしておきます。大変重要なポイントです。平成 33 年（2021 年）9 月

23 日から 25 日に、パシフィコ横浜で開催いたします。本当は 4 年後といいますと、2020

年開催でございましたが、これは東京オリンピックに重なりまして、まず会場がとれませ

ん。それからホテル等もなかなか大変なことになろうということでございまして、1 年お

くれになりますが、9 月 23 日から 25 日、パシフィコ横浜で行います。 

 この日にいろいろな催し物が重ならないように、今からご配慮のほうをお願いいたしま

す。23 回は少しダブったものがございましたので、何とぞこの日を覚えていただいて、い

ろいろな予定を入れないようにお願いしたいというふうに思っております。 

 これはまだ最終決定しておりませんが、今まで主幹校という形で大学等にお願いしてご

ざいました。これは 24 回からは、その学術大会開催規程のとおり、そのときの日本歯科

医学会会長が会頭となって開催する。私が考えているのは、分科会と、例えばパシフィコ

横浜ですから、関東地区の各歯科医師会の先生方にも積極的に加わっていただいて、参加

者目標は何名だと思いますか。この前は 1 万、今まで一番多くて 1 万 4000 人、3 万人を

目指してございます。 

 そのときの会長が困る話になるのかもしれませんが、その 3 万人を目指してやっていこ

うと思います。それは決して冗談ではなく、分科会の人たちがいかに参加するか。日本歯

科医師会の会員の方がいかに参加するかということを、しっかり求めれば、日本歯科医学

会の会員は 10 万人いるわけです。延べじゃありません。ですから 3 万人というのは、決

して誇張したパーセンテージではない。 

 1 つの学術大会、分科会がやるときに、最低でも会員数から 3 割の参加者がないと、そ

れは成功したとは言えないということですので、何とぞよろしくお願い申し上げます。勢

いのいい、威勢のいい会長報告をこれで終わらせていただきます。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。 

 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委員長の古谷野潔先生より

お願いいたします。 



○古谷野日本学術会議歯学委員会委員長 それでは「日本学術会議報告」を行います。 

 資料 5、35 ページのところに準備してございます。 

 私は 22 期、23 期の会員で歯学委員会の委員長を務めておりますが、まず学術会議全体

の活動ですけれども、最近の学術会議から発出された提言が、そこに 4 つほど書いてあり

ますが、こういったものを発出しております。 

 また近年、学術会議で特別な委員会をつくって検討しているものの中に、2 番に挙げて

ありますように、安全保障と学術に関する検討、医学・医療領域におけるゲノム編集技術

のあり方、学術振興の観点から国立大学の教育研究と国による支援のあり方を考える委員

会、それからさらに、ここはもっと幅広く学術研究推進のための研究資金制度、AMED な

どもできましたけれども、そういったことを踏まえて研究資金制度のあり方に対する検討

委員会、そしてフューチャー・アースの推進に関する委員会、防災減災・災害復興に関す

る学術連携委員会などが活動しております。 

 またもう 1 つ後で出てまいりますが、大型研究計画の策定に関する、いわゆるマスター

プランというものを 23 期もやっております。 

 歯学委員会の活動としましては、極力各学協会と連携して、シンポジウム、調査、報告

の作成などをやろうということで努めております。最近では、1 として 3 つの提言報告、

広域災害時における歯科医療の提供体制、これは提言として発出する予定でおります。そ

れから大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準、歯学分野について、

これは文科省がすべての学問分野について、こういった参照基準を策定するように進めて

おりまして、文科省から学術会議に依頼があったもので、学術会議の中に 30 ある専門別

委員会でそれぞれつくっております。 

 例えば、工学部で工学士というものを与えるときに、どの程度の教育内容をどうやって

教えたか、大学によって、あまりにも内容が違うんじゃないかというようなことが議論さ

れたように聞いております。 

 一方、医学・歯学では既にコアカリもありますし、国家試験の出題基準もあります。教

授要綱もありますので、そういったものとこの参照基準というものは、屋上屋を重ねるよ

うな形になるということで苦慮しておったんですけれども、そういった報告、今、ちょう

どコアカリも国家試験の出題基準も改定中ですけれども、これらと齟齬を生じないような

形で、参照基準については報告として取りまとめることとしております。 

 既にコアカリの取りまとめの責任の先生、国家試験出題基準の取りまとめの先生、歯科



医学教育学会の理事長、歯学教育の認証評価の責任の先生等にも閲覧いただいて、ご助言

をいただいて、ほぼ取りまとめの最終段階に来ております。 

 23 期が本年の 9 月までで終わりですので、それまでに、参照基準のほうは報告ですけれ

ども、この提言と報告を発出する予定で活動しております。 

 次に 2 番ですけれども、公開シンポジウムを開催してきております。そこに 5 件の開催

と、6 件目は予定でございます。細かい内容は割愛させていただきます。 

 それから、先ほど申し上げた「マスタープラン 2017」、これは学術会議でこのところ毎

期、3 年に 1 回、大型研究計画に関するマスタープランというものを策定しております。 

 これは学術会議が募集して、どれが大事な研究であるかといったことを定めるものです

けれども、これに対して「口腔科学拠点の形成－未来医療をめざす口腔科学－」というも

のの研究計画を立案し、応募を行いました。これは昨年 3 月です。 

 その後、歯学委員会のほうが中心となって、評価小委員会を立ち上げて評価を行いまし

た。 

 その後、学術会議の本部で、マスタープラン 2017 の学術大型研究計画というものが策

定されて、163 件のうちの 1 件に採択されました。これは例えば、哲学、文学から物理学、

カミオカンデみたいなものまで全部含んだ領域のうちの 1 つということでございます。 

 また学術会議では、その中でも特に緊急を要するものについて、緊急で重要であるもの

について、重点大型研究計画と称して、さらに絞ったものを採択しております。このヒア

リング対象になりまして、私どもの研究計画は 26 件採択された重点大型研究計画に含ま

れております。 

 これは先ごろ、マスタープラン 2017 に関する提言が学術会議から提言として発出され

ましたので、そこまでは確定しております。 

 今後は、文科省のほうでロードマップ 2017 というものを作成しますので、そこにまた

ヒアリングに呼ばれて、さらに絞り込むという段階まで来ております。これはある程度大

きな研究ですので、大ざっぱに言って 10 年間で 150 億円ぐらいの要求をしておる研究計

画でございます。 

 また、先ほど来ご紹介しておりますように、第 23 期は本年 9 月末で期限になります。

10 月 1 日から 24 期ということになりまして、学術会議の会員、連携会員の任期は 6 年で、

参議院と同じように 3 年ごとに半舷上陸ということで、今、24 期に向けて、これからです

けれども、会員と連携会員の選考作業が始まるところであります。 



 今、学術会議の会員は 3 名、私と今、東京歯科大学に移られました山口朗先生と、千葉

大学の丹沢先生の 3 名ですけれども、会員で言いますと、私と山口朗先生は 23 期で満期

となりますので、24 期は新たにお二人の方は変わられる。丹沢先生は、お残りになるとい

うことになろうかと思います。 

 また、そのほかに医科歯科大学の東みゆき先生が、基礎医学分野から会員として選ばれ

ておられますので、歯学委員会でご協力、ご支援をいただいているところです。 

 また、三十数名の連携会員がおられますから、そのうちのまた半分ぐらいが改選になる

ということになろうかと思います。 

 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。 

 続きまして、「その他」の報告事項について、執行部よりご報告願います。 

○井上総務理事 特にございません。 

◯議長（木村博人君） ございませんか。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。 

 ご質問のある方は挙手を願います。ございますでしょうか。特にないようですが、よろ

しいでしょうか。 

 執行部、このほかに何か追加報告はございませんでしょうか。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） 続きまして「日程 7．議事」に移ります。 

    ○第１号議案 専門分科会への加入に関する件 

○議長（木村博人君） 「第 1 号議案 専門分科会への加入に関する件」を議題といたし

ます。それでは「第 1 号議案 専門分科会への加入に関する件」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 第 1 号議案として、専門分科会への加入に関する件で提案させていただ

きます。 

 ご承知のように、日本歯科医学会では、専門分科会は 2 年に 1 度加入に関する申請を受



けております。それを受けまして、平成 27 年 8 月 1 日付で 27 年 9 月 30 日、2 カ月間専

門分科会へ申請加入を受け付けたところ、お手元に配信してあるかと思いますが、6 学会

より申請がございました。 

 その申請を受けまして、平成 27 年 11 月より審議を開始いたしまして、約 5 回の慎重な

る審議を加えまして、資格承認基準──これは（1）から（8）までございますが、例えば、

雑誌を年 1 回以上定期的に刊行し、どのぐらいの論文があるか等々を慎重に協議いたしま

して、日本レーザー歯学会、ならびに日本歯内療法学会については、日本歯科医学会専門

分科会への加入を可とする答申を得ました。 

 そしてそれを受けまして、常任理事会、ならびに理事会において慎重なる審議の結果、

日本レーザー歯学会、ならびに日本歯内療法学会を、平成 29 年 4 月 1 日付で、日本歯科

医学会の専門分科会へ加入を認めてよろしいのではないかという結論に至っております。 

 この審議等の詳細につきましては、50 ページから 61 ページにその可否に関する内容が

書いておりますので、先生方はよくお読みいただいているかと思います。 

 つまり第 1 号議案としましては、今の 2 つの学会、日本レーザー歯学会、日本歯内療法

学会の加入の承認を求めるという提案でございます。 

 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。 

 それでは、「第 1 号議案 専門分科会への加入に関する件」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いたします。ございませんでしょうか。ない

ようでございますので、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。 

（「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、採決したいと思います。 

 専門分科会への加入につきましては、日本歯科医学会専門分科会承認基準の第 8 に、「評

議員会は、当該申請学会の加入の可否について、学会規程第 16 条第 3 項の規定により、

議決する」と定められております。 

 日本歯科医学会規定第 16 条第 3 項には、専門分科会の新規加入及び廃置分合は、出席

評議員の 3 分の 2 以上の賛成が必要と規定されております。しかしながら、採決の方法に

つきましては規定されておりません。 

 そこで議場にお諮りいたします。「第 1 号議案 専門分科会への加入に関する件」につ

きまして、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） ご異議ないようでございます。ありがとうございます。 

 それでは、「第 1 号議案 専門分科会への加入に関する件」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おりま

す。続きまして、公正な投票運営を図るため、投票及び開票結果をご確認いただく投票、

開票立会人を 3 名選出いたしたいと存じますが、いかがでございましょうか。 

 ただいまの提案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

（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） ご異議ないようでございますので、議長より指名させていただき

ます。3 番、林評議員、6 番、市川評議員、47 番、石川評議員、以上 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、後ほどご登壇していただきます。 

 次に、出席評議員数、投票者数の確定の取り扱いについてですが、本会議に先立って行

われました氏名点呼から、遅参して出席された方もおられると思いますので、ここで改め

て氏名点呼が必要となります。したがいまして、投票に入りましたならお名前をお呼びし、

これをもって氏名点呼にかえさせていただきたいと存じますが、いかがでございましょう

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。ご異議ないようでございますので、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ますので、しばらくそのままお待ちいただ

きたいと存じます。よろしくお願いします。 

（投票会場設営） 



◯議長（木村博人君） それでは設営が終了したようですので、これより「第 1 号議案 専

門分科会への加入に関する件」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、本学会専門分科会

への加入の可否の審議も求めております。日本レーザー歯学会、日本歯内療法学会が記載

されております。その学会名の上段に四角の枠を設けてございます。加入に賛成の場合は

丸、反対の場合はバツを記入してください。繰り返し申し上げますが、加入に先生の場合

は丸、反対の場合はバツを記入してください。なお、白票や丸、バツ以外の他事の記載が

あるものについては、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。投票用紙は舞台への登壇口で投票用紙交付係が、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、ご自身のお名前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、5 名ずつお名前をお呼びいたします。

立会人の方及び正副議長も順序に従って投票を行います。 

 投票所には黒鉛筆を備えつけておりますので、原則として備えつ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、先ほどお願いいたしました 3 名の立

会人の方々はご登壇ください。 

 また、一連の投票、開票、ならびに集計作業等については事務局にお願いいたします。 

 まず、事務局の方、投票箱の蓋をあけて立会人及び議長及び議場にお見せください。 

 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、呼ばれた方は壇上に向

かって左に設置されております、投票用紙交付所にて投票用紙をお受けとりいただき、壇

上の投票用紙記入所にて可否を記入の上、投票していただきますようお願い申し上げます。 

 それでは、事務局お願いいたします。 

（事務局氏名点呼） 

◯議長（木村博人君） 投票漏れはございませんでしょうか。では、なさそうですので、

ないものとします。これにて投票は終了いたしました。これ以降の投票は認められません。 

 では、ちょっとお待ちください。 

 投票終了に伴い、ここで投票者数を確定報告いたします。評議員総数 60 名中、出席評

議員 57 名、欠席評議員 3 名、したがいまして、投票者総数は 57 名となりますことを確認



いたしました。 

 先ほど申し上げましたとおり、日本歯科医学会規程第 16 条第 3 項において、専門分科

会の新規加入及び廃置分合は、出席評議員の 3 分の 2 以上の賛成が必要との規定でおりま

すので、38 票以上の可票をもって専門分科会への加入が承認されます。 

 事務局、開票集計作業をお願いいたします。なお、立会人の方は、票にお触れにならな

いようにお願いいたします。では、よろしくお願いします。 

◯議長（木村博人君） では、開票集計作業が終了いたしましたのでご報告いたします。 

 初めに、日本レーザー歯学会の加入の可否について、投票結果の報告をいたします。投

票総数 57、有効投票数 56、無効票数 1、賛成 53 票、反対 3 票ということでございます。 

 続きまして、日本歯内療法学会の加入の可否について、投票結果の報告をいたします。

投票総数 57、有効票数 56、無効票数 1、賛成 54 票、反対 2 票という結果でございました。 

 よって「第 1 号議案 専門分科会への加入に関する件」につきましては、出席評議員の

3 分の 2 以上の賛成を得ました。したがいまして、日本レーザー歯学会、ならびに日本歯

内療法学会の専門分科会への加入は承認され、可決確定いたしました。 

 立会人の方々、大変ご苦労さまでございました。お席へお戻りください。 

 これより再び壇上の整理を行いますので、しばらくお待ちください。 

    ○第２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 2 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 2 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 ご説明申し上げます。ただいま 2 学会が日本歯科医学会の専門分科会と

して認められましたので、それに関連するものの改正案でございます。 

 第 5 条第 1 項中「学会理事 30 名以内」を 2 学会が認められましたので、「学会理事 32

名以内」に改める。 

 第 6 条第 3 項第一号中「21 名以内」を「23 名以内」に改める。 

 また、第 24 条に次の二号を加える。日本レーザー歯学会、日本歯内療法学会というこ

とで、専門分科会に加わり、専門分科会は都合 23 学会となる。 

 第 26 条各号を次のように定める。つまり認定分科会から 2 学会を除くということで、

認定分科会は 20 ということになるという一部改正案でございます。 

 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。それでは「第 2 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

いたします。ございませんでしょうか。では、なければ、ここで質疑を打ち切りまして採

決に入りたいと思います。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。 

 それでは、「第 2 号議案 日本歯科医学会規程の一部改正」にご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 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３号議案 平成 29 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 3 号議案 平成 29 年度日本歯科医学会事業計画」

を議題といたします。 

 「第 3 号議案 平成 29 年度日本歯科医学会事業計画」についての提案説明を、井上総

務理事にお願いいたします。 

○井上総務理事 第 3 号議案の提案を行います。通しページの 69 ページになります。 

 平成 29 年度日本歯科医学会事業計画としまして、重点計画、一般計画、ならびにその

他ということで、重点計画が 8 項目、一般計画としては 7 項目、その他として 5 項目を挙

げさせていただいております。 

 重点計画は、従来のものと特に変わったものとしましては、8 番目の専門分科会、ただ

いま 2 分科会を承認いただきましたが、専門分科会、認定分科会の更新の実施ということ

で、先ほどの 2 学会が、本日認定いただくに当たりまして 6 学会中 2 学会が申請され、認

められたということでございます。かなり厳しい状況になっておりますが、それでは、今

まで認定されていた 21 学会はどうかということを、更新として認めていきたいというふ

うに思っています。 

 これは基準に 8 個の条件がございまして、その条件を満たしているもののみが専門分科

会になると言っておりますが、じゃあ、今まで認められたものはもう既に全学会が 5 年以

上経過しております。実は、この専門分科会は、昭和 35 年に歯科基礎医学会をはじめと

しまして、7 学会が認められております。もう 50 年、60 年以上前の学会がまだ一度も更



新をしていないということでございまして、常任理事会、理事会のほうでもいろいろ検討

を重ねた結果、ぜひ来年度から見直しを始めようということになっています。 

 もちろん、ものすごく難しいものではなくて、その条件、例えば、各学会で 20 編以上

の原著論文があるか、ここのところは少し緩めておりまして、今や英語の論文のみが論文

であろうということも見ますと、ほかの学会誌に、学会員の先生方が出たものも含めて認

めていこうということで、やはり質の担保ということで、現在ある専門分科会の更新を実

施しようということでございます。 

 また既に、本日お認めいただきました 2 学会に関しても、年号はまだわかりませんが、

大体 5 年をめどに見直しをかけようというふうに考えております。こういったようなもの

を重点計画として、そのほかには、こちらに書いてありますような「日本医学会ならびに

日本歯科医学会連合を始めとする歯科関連組織との連携の強化」する、「歯科医療への学術

的根拠の提供」を行う、「学術研究の推進および実施」を行う等々を重点研究に挙げており

ます。 

 また一般計画では、過日お送りさせていただきました歯科学術用語集を改訂するという

ことで、少し分厚いものを送らせていただいておりますが、そのコンセプトとしては、ご

らんいただくとわかると思うんですけれども、スケジュール的には、今もう動き始めまし

たが、2018 年 12 月、来年 12 月に改訂版をつくろうという形になっています。 

 初版に関しましては、もう既に 10 年、その時点でたちますので、新しくつくっていこ

うということです。そして、その改訂の主要な方針としましては、歯学教育モデルコアカ

リキュラム、共用試験、歯科医師国家試験出題基準等の用語表記の統一化を目指そうとい

うことで、各省と話し合いを進めていきたいと思っています。 

 また、本学会分科会の英知を結集した歯科医学の基準となる用語集をつくろう、既に 15

分科会が用語集をお持ちなんですが、こういったものとも併せて、規定用語として採用さ

れていくような用語集にしよう。それから隣接医学における医学用語との整合性をとろう

ということで、既に用語委員会は何回か行われまして、今、各分科会のほうに、この日本

歯科医学会学術用語集の改訂に係る連絡責任者を出してくださいといったようなもの、ま

た選定基準に対して例を出して、このようなものでよいかという承認を送っている最中で

あるということで、何とか日本歯科医学会の英知を結集した学術用語集をつくろうという

ことを、一般計画の 7 番目に入れてあるということです。 

 そのほかの一般計画は、会員の顕彰等、今までとほぼ同じような内容で行っていきます。 



 それから、The Japanese Dental Science Review の発行と各種データベース収載に向け

た取組みというものも入れております。 

 また、その他としまして、学会関係資料の収集、作成および情報処理等の検討、関係団

体への助成等の検討、そういったようなものがあるということでございます。 

 平成 29 年度は、このような事業計画で行いたいというものでございます。よろしくご

審議願いたいと思います。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。それでは、「第 3 号議案 平成 29 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

をお願いいたします。ございませんでしょうか。 

（「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。 

 それでは、「第 3 号議案 平成 29 年度日本歯科医学会事業計画」にご賛成の方は挙手を

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 3 号議案 平成 29

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４号議案 平成 29 年度学会会計収支予算 

○議長（木村博人君） 続きまして「第 4 号議案 平成 29 年度学会会計収支予算」を議

題といたします。 

 「第 4 号議案 平成 29 年度学会会計収支予算」についての提案説明を、小山常任理事

にお願いいたします。 

○小山常任理事 着座して失礼いたします。それでは、平成 29 年度学会会計収支予算の

提案理由を説明申し上げます。 

 日本歯科医師会の堀会長より、日歯の予算編成においては、今年度予算並みを基本とす

るという発言がありましたが、新規事業についてはその限りではないということで、予算

編成をいたしました。まだ事業計画に紐付いて編成しております。 

 資料の 70 ページから 72 ページまでが収支予算書、73 ページから 86 までが算出基礎資

料となっております。 

 70 ページに戻りまして、事業活動収入は 1 億 9887 万円、事業活動支出は 1 億 3318 万

円で、収支差額は 6740 万円となっております。事業活動収入の 97％の 1 億 9179 万円は



日歯からの繰入金収入です。 

 事業活動支出のうち、事業活動費支出は 8823 万円、管理費が 4367 万円です。28 年度

収支予算には、福岡で開催した第 23 回日本歯科医学会学術大会の予算額 2 億 5000 万円が

含まれておりましたので、減額が大きくなっている科目がございます。 

 専門分科会など、助成金支出は次年度も同額の予定です。 

 新規事業といたしましては、71 ページ、上から 8 行目、調査関係費支出の中に、先ほど

からありますタイムスタディー調査関係費支出 604 万円を計上しております。 

 管理費の増額は、新執行部は 7 月に発足することに伴い、評議員会及び理事会を 1 回増

としております。 

 また、ホームページ運用関係費支出として 250 万円を増額しております。 

 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（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 29 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願います。ございませんでしょうか。 

 ないようでございます。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） ご異議がないようですので、採決いたします。それでは「第 4 号

議案 平成 29 年度学会会計収支予算」にご賛成の方は挙手を願います。 

（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 4 号議案 平成 29

年度学会会計収支予算」は可決確定いたしました。 

○小山常任理事 議長。 

◯議長（木村博人君） 小山常任理事、どうぞ。 

○小山常任理事 ただいま第 4 号議案、可決確定していただきまことにありがとうござい

ます。ただ本予算に関しましては、日本歯科医師会常務理事会、理事会、そして予算決算

特別委員会の審議、ならびに審査を経まして、3 月に開催されます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、手続きを踏まないといけません。したがいまし

て、この審議の経過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、学会長に一任いただきますことをここでお認めいただ



きたいと思っております。議長、この点をよろしくお願いいたします。 

◯議長（木村博人君） ただいま小山常任理事よりご提案いただきました第 4 号議案の取

り扱いについてですが、ご承認いただけますでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは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。 

    ○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設営をいたしますので、5 分間の休憩といたします。よろ

しくお願いいたします。 

 

（休憩） 

 

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

 それでは、ここで選挙管理会委員の先生方のご紹介を申し上げます。 

 まず、委員長の鈴木哲也先生でございます。続きまして、副委員長の桃井保子先生でご

ざいます。このほかに、委員といたしまして、日本口腔外科学会所属の安藤智博先生、日

本歯科医師会所属の村岡宣明先生、小玉剛先生が選挙管理会委員として、今回の役員選挙

にかかわる、これまでの選挙管理業務をお務めいただきました。 

 鈴木先生、桃井先生ご着席ください。 

 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 「第 5 号議案 日本歯科医学会役員（学会会長）選挙」の提案理由をご

説明いたします。 

 現役員の任期は、平成 29 年 6 月 30 日をもって満了いたします。そこで日本歯科医学会

規程第 6 条なら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お願

いするものでございます。 

 なお、次期学会会長の任期は、平成 29 年 7 月 1 日より平成 31 年 6 月 30 日までという

ことでございます。 

 以上、提案理由でございます。 



◯議長（木村博人君） ありがとうございました。日本歯科医学会学会長の選挙は、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ですが、今回は議場の閉鎖及び氏名点呼を省略し

てよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは、議場の閉鎖及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。19 番、倉林評議員、47 番、石川評議員、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ご登壇ください。 

○鈴木選挙管理会委員長 選挙管理会委員長の鈴木でございます。 

○桃井選挙管理会副委員長 副委員長の桃井でございます。よろしくお願いします。 

○鈴木選挙管理会委員長 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まして、日本歯科医学会役員（学会会

長）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、学会会長の選任に当た

り、その立候補の届出期間となりました平成 29 年 1 月 12 日（木曜日）から 1 月 18 日（水

曜日）までのうち、1 月 14 日（土曜日）1 月 15 日（日曜日）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、受付業務を執り行いました。 

 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。結果、

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） ありがとうございました。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

「候補者が定員を超えないとき、または超えなくなったときは、評議員会の議決を経て、



投票によらずに、その候補者を当選者と決定することができる」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異議のない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。 

○鈴木選挙管理会委員長 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。ありがとうございました。 

◯議長（木村博人君） 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。ご賛成の

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。 

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

学会規程第 6 条第 3 項により学会会長及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ことになっております。 

 これも慣例によりまして、後日、専門分科会及び学会会長、ならびに日本歯科医師会会

長が指名した学会理事を、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。ご賛成の方、挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

◯議長（木村博人君） ありがとうございました。賛成多数。よって、ご承認いただいた

ものと認めます。 

 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。

鈴木委員長、桃井副委員長ありがとうございます。 

 皆様のご協力によりまして、学会役員、学会会長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。 



 これをもちまして、すべての議事は終了いたしました。 

    ◯挨拶 

◯議長（木村博人君） 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 95 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 29 年 7 月 1 日より平成 31 年 6 月 30 日まで、平成 29 年 2 月 20 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、鈴木哲也。 

 以上でございます。（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 時代は若い世代の登場を期待しているのに、決して若くない住友が 3 期目を

務めさせていただくことになりました。3 期目の私の立ち位置と役目というのは、よく理

解しているつもりです。 

 しかし今現在、この学会の仕事に気力を持って集中できる立場にあること、そしてまた

我が家の犬に、毎日のように散歩に連れていってもらっているから体力もまだあること、

これをもって歯科界に選ばれたからには、歯科界のコーディネーターとしての役割を果た

していきたいと思っています。 

 引き続き皆様方のご支援とご協力をお願いしたいと、かように思います。 

 今、日本歯科医師会の堀執行部は、緊張感とスピード感とをもって事に当たると言って

います。3 期目は何をもって、そのスローガンを何にするかということを考えておりまし

た。これは独創性とスピード感を持って、邁進するという気持ちで事に当たろうという決

心でございます。そして、その気持ちを持って本日の皆様方のご支援にお答えしようと、

かように思っております。 

 本日は選んでいただきましたことに関しまして、心から厚くお礼を申し上げます。あり

がとうございました。（拍手） 

    ◯協議 

◯議長（木村博人君） これより「日程 8．協議」に入ります。「学会会務運営について」、

執行部よりご提案、ご説明願います。 



○井上総務理事 先ほど、来年度、29 年度の会務等についてご承認いただきました。また

今回の第 2 期の住友執行部に関しましても、各委員会が順調に動いております。こちらか

ら特段協議事項ということを挙げるものはございません。 

 以上でございます。 

◯議長（木村博人君） それでは、これまでの案件につきまして、何か執行部提案につき

ましても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。 

 では、ないようです。そのほか執行部からのご提案、ご意見等はありますでしょうか。 

○井上総務理事 ございません。 

◯議長（木村博人君） ありがとうございます。評議員の皆様からのご提案、ご意見等、

改めて何かございますでしょうか。番号とお名前と学会をよろしくお願いいたします。 

○森永評議員 時間が長引いて申しわけありませんけれども、茨城県歯科医師会、関東地

区の森永でございます。よろしくお願いします。ただいま住友会長、本当におめでとうご

ざいます。力強いお言葉をありがとうございます。 

 私もこれで評議員会は終わりだろうというふうに思いますので、1 つだけちょっとお願

いというか、ご質問なんですけれども、茨城県で今、生活習慣病というのが問題視されて

いて、どこでもそうなんだと思いますけれども、その中で SAS というもの、いわゆる無呼

吸症候群が非常に生活習慣病に関係している、そういうことで、今現在、専門医の先生方

と協議をしているところなんですけれども、その約 6 割が舌根沈下ということで、ぜひ歯

科と提携したいということでお願いして、今、進めているところなんですけれども、残念

ながら、なかなかわれわれのほうにはそれがわからないので、学会の中で専門分科会とい

うのはどこに紹介すればいいのか。それから、どういうふうなアプローチをわれわれのほ

うにしていただけるのが、それをちょっとお尋ねというか、お聞きしたいというふうに思

っているんですけれども、よろしくお願い申し上げます。 

◯議長（木村博人君） 住友先生、ご回答いただけますでしょうか。 

○住友会長 ご質問ありがとうございました。大変簡単な質問でございまして、今の森永

評議員の答えに答えられる分科会の方は手を挙げてください。まだ先生が心配しているよ

うにこういう状況ですね。それに関しましては、学会として、今、いただいた言葉を中心

に、そして今後どういうふうに取り組んでいくかということについて、方向性を示したい

と思います。 

 それは、1 つはプロジェクト研究のテーマとして、例えば、そういうテーマを分科会に



投げる。そうすると、こういうことができるということを提案してくる。この場は少し皆

さん上品な方だから、なかなか手を挙げられなかったと思いますが、実際には、学会とし

ては、各分科会に対応できる人がいるということは、私は知っております。これから進ん

でいきたいと思います。ありがとうございました。 

◯議長（木村博人君） 今井副会長、どうぞよろしく。 

○今井副会長 先生から今、いただきましたご質問、SAS をどこへ紹介したらよいかとい

うことが 1 つ、これは基本的には口腔外科をやっている人間が、この SAS については相

当程度勉強して、臨床にフィードバックしております。したがいまして、口腔外科学会の

認定施設、あるいは病院歯科等にご紹介いただければ、対応は可能かと思います。 

 もう 1 つのご質問を、ちょっと頭が悪いので忘れて……。 

○森永理事 専門分科会のほうから、いわゆるわれわれ地区の歯科医師会のほうに何かア

プローチ的な、そういう行動を起こす計画があるかどうかということです。 

○今井副会長 わかりました。それにつきましては、住友会長とわれわれ執行部のほうで、

具体的にどういうふうにしたらいいか、早急に検討してまたお答えさせていただきます。 

 次期住友執行部のスローガンでありますので、スピーディーに、それについては対応を

すぐにいたしますので、よろしくお願いします。 

○森永理事 茨城県でも、今、医科歯科連携というんじゃなくて、歯科医科連携という形

で SAS を進行させてもらっています。非常に協力的な専門医がおられまして、ぜひ歯科と

タイアップしたいということで、今、日夜進めて、毎月症例検討会ということをさせてい

ただいているんですけれども、なかなか前に進めない、われわれの責任かなというふうに

思っていますので、ただ、これは普通の医科の診断がなければ、われわれはできないとい

う 1 つのジレンマもございますので、対応をもうちょっと医学会のほうで推進していただ

ければありがたいなというふうに思っております。 

 ぜひご協力をお願い申し上げまして、最後の私の質問にさせていただきたいというふう

に思います。 

○今井副会長 口腔外科学会の理事長、前理事長いらっしゃいますけれども、何かござい

ますか。 

◯議長（木村博人君） 理事長よろしいでしょうか。 

○古郷常任理事 SAS の往診については、対象の形態の問題ですので研究課題にもなって

おりますし、手術提供、非提供等を含めてすべて検討をいたしますので、口腔外科学会も



ぜひとも協力してさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◯議長（木村博人君） 森永評議員、ありがとうございました。そのほかに評議員の先生

方、ご意見、ご提案等ございませんでしょうか。 

 では、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たいと思います。 

 以上をもちまして、第 95 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、また円滑なる議事の進行が図られましたこと

を改めて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） それでは最後に、閉会の辞を今井副会長にお願いいたします。 

◯今井副会長 先生方、長時間にわたりまして貴重なご審議を賜り、上程したすべての議

案につきましてご承認をいただきました。まことにありがとうございます。 

 先ほど、住友会長も言われましたが、私ども執行部の任期も残すところ 4 カ月余りとな

りました。われわれはこれまでの 4 年間、可能な限り情報を発信し、可視化のもとに議論

を進めてまいりました。まだまだ十分ではないと思いますが、足りない部分を補いつつ、

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あります。どうか今後とも先

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。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。どうもありがとうございました。（拍手） 

午後 5 時 1 分閉会 
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