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日本歯科医学会第 84回評議員会議事録 

 

○日 時 平成 22 年 7 月 27 日（火） 

     午後 2 時開会、同 3 時 52 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  明坂年隆 外 57 名 

            役 員 学会会長     江藤一洋 外 24 名 

 

    ○会議の成立 

○議長（諏訪文彦君） 大変お待たせをいたしました。定刻になりましたので、ご着席方、

どうぞよろしくお願いいたします。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 58 名、欠席評議員

2 名、以上でございます。 

○議長（諏訪文彦君） ありがとうございました。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 58 名、欠席評議員 2 名でございます。したがいまし

て、日本歯科医学会規則第 18 条により本評議員会は成立いたしました。ただいまより第

84 回評議員会を開会いたします。 

 初めに、本年 1 月 22 日に開催いたしました第 83 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。ご紹介申し上

げます。呼ばれました先生方は、ご起立一礼ののちお座りいただきたいと思います。 

 ではご紹介申し上げます。1 番、明坂評議員、2 番、安孫子評議員、18 番、小倉評議員、

23 番、田中評議員、30 番、永山評議員、31 番、尾﨑評議員、33 番、緒方評議員、36 番、

井上評議員、38 番、桑田評議員、39 番、河田評議員、以上の方々でございます。また本

日、予備評議員の方がご出席されておられます。お名前をお呼び申し上げます。9 番、朝

波評議員、10 番、白川評議員、35 番、福田評議員、47 番、舩越評議員、49 番、入野評議

員、57 番、中川評議員、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
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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（諏訪文彦君） それでは日程に従いまして、開会の辞を住友副会長にお願いいた

します。副会長、住友先生、よろしくお願いいたします。 

○住友副会長 住友でございます。温室効果ガス削減のために夏のエアコンの温度を 28

度に設定しようというのが平成 17 年夏に環境省が推し進めました。この会館も 28 度に設

定しております。したがってそういう環境下で快適に暮らすといいますか、快適に過ごす

ためにノーネクタイだとか上着を取っ払うということになっています。私はネクタイだけ

外していますが、そのうちに上着も取っ払おうと思っておりますが、皆様方、この第 84

回の評議員会、快適な環境下でご討議、お願い申し上げます。 

 本日は、議事として平成 21 年度の学会収支決算と、それから協議で会務運営がござい

ます。28 度の環境下、熱い議論をお願い申し上げます。開会の辞といたします。 

○議長（諏訪文彦君） ありがとうございました。 

    ○議事録署名人の指名 

○議長（諏訪文彦君） 日程に従いますと議事録署名人の指名ですが、いかが取り計らえ

ばよろしいでしょうか。 

（「議長一任」の声あり） 

○議長（諏訪文彦君） ただいま議長一任の声がございましたので、議長より指名をさせ

ていただきます。41 番、山上評議員、53 番、宮村評議員、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。お手元の日程では、物故会員に対する黙祷となってお

ります。しかし日程を一部変更いたしまして、日程 6 の報告に入り、（4）番の「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でしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（諏訪文彦君） 異議がないようでございますので、日程を変更させていただきま

して、報告事項に入ります。 

    ○報  告 

○議長（諏訪文彦君） それでは、日程 6 の報告の（4）「理事の選任（変更）について」
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のご報告を黒﨑総務理事よりお願いいたします。 

○黒﨑総務理事 それではお手元の資料、お届けしましたこのブルーの資料の 41 ページ、

要は最後のページをお開けいただきたいと思います。資料番号は 4 になってございます。 

 日本歯科医学会規則第 9 条第 3 項の規定に基づきまして、日本障害者歯科学会、日本歯

科医学教育学会から指名理事の交替の申し出がございました。それによりまして日本障害

者歯科学会の向井美惠先生、日本歯科医学教育学会の俣木志朗先生がそれぞれ日本歯科医

学会の役員・理事にご就任いただきますことを報告させていただきます。なお任期は、学

会規則第 9 条第 5 項の規定によりまして、平成 23 年 3 月 31 日まででございます。 

○議長（諏訪文彦君） 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」のご報告をいただきました。 

 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黒﨑総務理事よりお願

いいたします。 

○黒﨑総務理事 それでは紹介をさせていただきます。本日、先ほどご報告いたしました

中で、向井先生が所用によりご欠席されておりますので、本日は俣木志朗先生よりご紹介

申し上げます。 

 俣木志朗先生は、先ほどご報告いたしましたように日本歯科医学教育学会より本学会の

理事として指名されまして、現在、日本歯科医学教育学会の理事長であり、東京医科歯科

大学の教授でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは俣木先生、一言ご

挨拶を。 

○俣木理事 ただいまご紹介にあずかりました日本歯科医学教育学会より指名を受け、た

だいまご承認いただきました俣木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。日本

歯科医学会の理事としていろいろやることがたくさんあるとは思いますけれども、まだ何

もわからない状態でございますので、皆様のご指導、よろしくお願いいたします。（拍手） 

○黒﨑総務理事 所用でご欠席の向井先生は、ご存じのように日本障害者歯科学会の理事

長でございまして、昭和大学の歯学部教授でいらっしゃいます。今後ともよろしくお願い

申し上げたいと思います。以上です。 

○議長（諏訪文彦君） ありがとうございました。 

    ○物故会員に対する黙祷 

○議長（諏訪文彦君） 引き続きまして日程 3．物故されました会員の方々に対し、弔意

を表し黙祷を捧げたいと存じます。お手数ですが、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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 黙祷なおれ。ありがとうございました。ご着席をお願いいたします。 

    ○挨  拶 

○議長（諏訪文彦君） 引き続きまして日程 4．挨拶に入ります。江藤会長、ご挨拶をお

願いいたします。 

○江藤会長 歯科医学会会長の江藤でございます。歯科医学会を代表いたしましてご挨拶

を申し上げます。 

 本日、大変お暑いところをお集まりいただきましてありがとうございます。また本日は

日本歯科医師会から大久保会長にご臨席いただいております。また学術会議からは渡邉先

生にご出席をいただいております。ありがとうございます。 

 私の歯科医学会についての話はのちほど会長報告でやや詳しくお話を申し上げたいと思

っております。この歯科医学会の事業、特に重点計画として 6 項目ございますが、それ以

外に最近特に言われておりますことが二つございます。 

 これはここにいらっしゃる先生方の次の宿題かなと思っておりますが、一つは、研究者、

若手の人材養成でございます。韓国を見ましても、それから中国を見ましても、東南アジ

アを見ましても、それから欧米を見ましても、歯学部の偏差値が大変高い。必ずしも偏差

値が高い学生がいい研究者、いい歯科医師になるとは限らないのですが、非常に大きな指

標です。医学部に劣らないぐらいの偏差値を中韓、それからアセアンの諸国は持っており

ます。ですから日本はどうするかというのは、20 年後を目指してどういったかたちの研究

者養成をするかというのが歯科医学に責任を持つこの歯科医学会の一つの大きな仕事であ

ろうと思われます。 

 それからもう一つは、臨床研究でございます。基礎研究におきましては米国に次いで 2

位、ないしはドイツに次いで 3 位というふうな数字が出ておりますけれども、臨床研究に

つきましてはやっと 10 位以内に入るということで、これは歯科医学だけではなくて、医

学全般に言われることですが、この課題をどうするか、歯科医療のために歯科医学を発展

させるというお題目を常に申し上げているところですが、この臨床研究を実際に実施しな

ければ、それが実現しないわけです。これも大変大きな課題で、先生方にぜひお考えをい

ただきたいと思っております。 

 それから最後に余談ですが、近々に日本歯科大学の学長の中原先生から要望をいただき

ました。入れ歯という言葉は、歯科界には大変そぐわない。ここに補綴の先生がいらっし

ゃいますが、入れ歯というのは江戸時代にできたもので、これはいまの概念とは違うとい

うことと、入れ歯というのはやや差別用語である。だからこれをキャンペーンにしたいか
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らぜひ今日の評議員会で皆さんに伝えてくれということでございます。これは歯科医学会

の用語委員会を通して検討していただいたうえで、先生方にまたご相談させていただくと

思いますが、余計なこととは思いましたけれども、そういったことを先生方にお伝えして、

私の挨拶にさせていただきます。 

○議長（諏訪文彦君） 江藤会長、ありがとうございました。次に日本歯科医師会会長、

大久保満男先生にご挨拶をいただきたいと存じます。それでは大久保会長、ご挨拶をお願

い申し上げます。 

○大久保日本歯科医師会会長 こんにちは。大変な暑さの中、人間が生きていく限界かと

思うような暑さでありますけれども、第 84 回の評議員会開催のために全国からご出席を

賜りましてこのように盛大に開催されましたことを、日本歯科医師会を代表してお慶びを

申し上げます。また平素は日本歯科医師会の会務に大変ご理解、ご支援を賜りますことを

改めまして感謝を申し上げます。 

 ご承知のように昨日厚労省が日本人の平均寿命を発表いたしまして、男性が 79.5 歳、女

性が 86.4 歳、確か私の記憶に間違いがなければ、2005 年は、男性が 77.7 で、女性が 84.6

だったと思います。つまりこの 5 年間で約 2 歳弱、平均寿命が延びている。さらに 50 年

前に遡りますと、1950 年は、たぶん男性は 60 歳を切っていて、59 点いくつで、女性が

60 ちょっと超えたぐらい、したがって 1950 年から 2000 年までの 50 年間で約 20 歳増え

ている。これが世界に例を見ないわが国の高齢化のスピードということになるわけです。 

 さらに昨日、テレビの中で、死因の三大疾患、悪性新生物と脳血管障害と心臓疾患、こ

の三つがある程度克服されると、女性は 90 半ばぐらいまで、男性も 90 ちょっとというこ

とでありました。私の横に一緒にテレビを見ていた私のパートナーがおりまして、横顔を

見ながらこの人が 95 まで生きたら私はどうなるんだろう。もちろん口に出しませんけれ

ども、これも独り言だと思っていただきたいのですが、しかしどちらにしても平均寿命が

延びている。 

 問題は、それに健康寿命が追いついているかどうかということであります。健康寿命の

調査はなかなか進んでおりませんが、東大の高齢社会総合研究機構の秋山弘子先生が 3000

人ぐらいの全国の調査をしています。 

 平均寿命の延びに健康寿命の延びが追いついていけないという状況がもしあるとすれば、

ますます健康を害して、つまり要介護になって、そして人生の最後のステージを過ごす方

が増えるのと同時に、その年限が増えていくということが、実は日本の社会の最大の問題

であります。 

 私が申し上げるまでもなく、健康寿命の延伸には、尐なくとも歯の本数がきわめて大き
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く関係しているということが、コホートでかなり明確になってまいりましたし、仮に健康

を害して要介護の状態になっても、きちんと咬合を確保できれば QOL をある程度維持で

きることも明確なデータが出てまいりました。つまり歯科医療というもの、あるいは歯科

保健というものは、国民の健康をきちんと守れるのだということを私たちは外に向かって

明確に言ってかまわない。大言壮語でもないし、我田引水でもない、明確な EBM をもと

に、それを外に向かって言ってかまわない時期が来ております。 

 私はこの 18 年に会長に就任以来約 4 年半、このことをひたすら外に向かって訴え続け

てまいりましたけれども、たとえば救急医療で一人の子どもさんが亡くなると、これはも

ちろん大変不幸なことですが、そちらのほうに比重がダーンとかかってしまっていて、私

どもは生きがいを支えると言っていますが、国民が日々生きていく、それを支えていくと

いうきわめて地味で、しかも日常的で、しかも継続的で、そういうものはどちらかという

と影が薄くなるということが、実は私どもがいままでずっとある意味で地団駄を踏んでい

た問題でありました。 

 命を守ることはもちろん大事ですが、その命を持って、人間が最後まで生きていく状況

をどうつくれるか、それも命を守る医療とまったく同じぐらい大事なことだということが、

しかし同時にそれが尐しずつですが、外の方々に理解をしていただき始めたのかなと思っ

ております。 

 そういう状況の中で、明日から私ども日本歯科医師会、学会、産業会、学校歯科、連盟

も含めて、この会場で 2 日間合宿をいたします。明日は 1 時から夜まで、明後日はたぶん

10 時から 3 時ぐらいまで、みっちりとたぶんどこへも外に出さずに、カギをかけることは

できませんが、外に遊びに行けない状況をつくって、さまざまな方々をお呼びしながらグ

ループに分かれて、当面の目標は平成 24 年改定、介護と医療の同時改定に向かってです

が、基本的には高齢者の健康を私どもがどう支えられるか、それを制度面からどのように

実現していくのかということについての議論を 2 日間やって、その方針を出したいと思い

ます。 

 言うまでもなく、こういうきちんとした議論の根底にあるのは、学会の皆様方の EBM

であり、そして私どもの政策を支える理論的な基盤であります。それがなければ私どもは

外に向かって自分たちの政策を打ち出すことができない、いい意味で私どもは学会と日本

歯科医師会はまさに車の両輪として、私どもの基本的な考え方を、これからも支え続けて

いただきたいとお願い申し上げたいと思います。 

 大変厳しい状況ですが、私は国民の健康を歯科医療が支えられるということが、きちん

と国民に理解をされたならば、いま私どもが大変暗い状況である、たとえば大学に学生が



 7 

集まらないとか、歯科医療費が伸びないということも、基本的にはそこが一番大きな解決

策の道筋だと私は思います。そのうえに具体的な政策を立てていくことだと思いますので、

今後とも学会のご協力をぜひともよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 本日はこの評議員会、実りある議論になりますことを心から祈念申し上げまして、ご挨

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（諏訪文彦君） 大久保会長、ありがとうございました。続きまして、平成 24 年

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

学長・理事長、本学会常任理事の川添堯彬先生にご挨拶をお願いいたします。それでは川

添会頭、ご挨拶をお願いいたします。 

○川添第 22 回日本歯科医学会総会会頭 まだ 2 年先のことでございますけれども、ここ

で評議員会の皆様方に第 22 回の日本歯科医学会総会の会頭としてご挨拶申し上げ、これ

からはいろいろな面でご協力、ご支援を賜りたいと念願している次第でございます。 

 第 22 回の日本歯科医学会総会は、平成 24 年、2012 年 11 月 9 日金曜日から 11 日日曜

日までの 3 日間にわたりまして、大阪の中之島にございます大阪国際会議場、通称グラン

キューブと申しておりますけれども、その場所を会場として開催することが決まっており

ます。また今回も併催行事として、「日本デンタルショー2012」を、場所は尐し離れます

けれども、インテックス大阪という場所で開かれることになりました。 

 総会の主幹校は大阪歯科大学で、会頭は私、川添が担当させていただきます。準備委員

長は田中昭男でございます。事務局長は、いま議長席におります諏訪文彦でございますが、

この 3 人を中心に準備委員会を設置して、すでに本年 1 月から始動しております。のちほ

ど準備状況につきましては田中準備委員長から報告がございますが、今回の大会は平成 3

年 10 月に開催いたしました第 17 回の本大会以来、21 年ぶりの大阪の開催でございます。

待望の大阪開催ということで、われわれ一同、尐しでも日本の歯科医学会、ならびに日本

歯科医師会の発展のために微力を尽くしたいと考えております。 

 また江藤歯科医学会会長からのご提案もございまして、専門分科会、認定分科会との共

同催事についても一度ここで鋭意検討してみようということで、常任委員会でその計画を

できるだけ早く各学会、分科会にご案内申し上げるべく、ただいま検討準備いたしており

ます。 

 そのように 21 年ぶりということで、なにとぞ大阪に集まっていただきたいわけでござ

いますけれども、せっかくの機会でございますので、できるだけ大阪を活かした大会にし

て、そして先ほど大久保会長からも言われましたように現在の歯科界の閉そく状態から這

い上がりたいという願いを表にできるだけ出した学術総会を開催する予定でございます。
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なにとぞよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

○議長（諏訪文彦君） 川添会頭、ありがとうございました。 

    ○来賓挨拶 

○議長（諏訪文彦君） 続きまして日程 5．来賓挨拶に移りたいと存じます。日本学術会

議会員、渡邉誠先生にご挨拶をお願いいたします。渡邉先生、どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

○渡邉日本学術会議会員 渡邉でございます。本日 84 回の評議員会にお招きいただきま

して、まことにありがとうございます。江藤会長には心から御礼を申し上げたいと思いま

す。私のほうから、83 回の評議員会において、それまでの学術会議の活動を報告し、挨拶

とさせていただきましたけれども、この 83 回から 84 回までの間の学術会議の報告をさせ

ていただき、ご挨拶に代えたいと考えております。 

 まず 83 回のときにお話ししましたけれども、ようやく日本学術会議で大きな仕事の一

つとしておりました「日本の展望－学術からの提言」というものがまとめられました。こ

の 4 月 5 日をもって発出しました。こういった冊子ですが、これは「学術からの提言 2010」

ということで、自然科学、人文社会科学、すべての領域を網羅して、今後 10 年から 20 年

を見据えたときにどうやっていくべきかということをまとめた提言書です。 

 そのもとになっている「日本の展望－生命科学からの提言」ということで、われわれ歯

学は生命科学分科会、生命科学第二部に所属しておりますけれども、生命科学の提言とい

うことがまとめられて、これも 4 月 5 日に発出しているということであります。 

 この二つの提言のもとになっているものの中に、各分野からの展望・報告がございます。

今日、江藤会長にお願いをいたしまして、先生方の机上に配布させていただきましたけれ

ども、それが歯学分野の展望です。この歯学分野の展望、あるいは他分野の展望、そうい

ったもののエッセンスをまとめていったのが「生命科学からの提言」、あるいは「学術から

の提言」という大もとになっておりまして、マスコミに発表されたという代物になってお

ります。 

 大事なことは、この歯学分野の展望をまとめるにあたりまして、江藤会長にお願いし、

日本歯科医学会傘下の各分科会に対してご意見をいただきました。そのご意見も参考にし

ながら最終的にこの歯学分野の展望をまとめることができました。10 年から 20 年先を見

越しておりますので、これは学術会議でこういうものをまとめたとしても、なかなか実行

に移すことは難しいと思いますので、その実行に移すためには歯科大学歯学部、あるいは

各学会、もちろん歯科医学会、そういったところの協力を得ながらみんなと一致して進め
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ていかなければならない課題ではないかと考えています。 

 先ほど閉そく感に富んでいる歯科界という話が出ましたが、それに向けてどういったか

たちでやっていけば打破できるかといういくつかのアイディアというか、そういったもの

も入っています。この歯学分野の展望の大きな特徴は、これまでの歯学は口腔科学という

観点に加えて、生活科学、そしてまた健康科学として位置づける。そういう方向に位置づ

けることによって、ある意味では閉そく感が打開できるのではないだろうかという骨子に

なっています。そういうことで見ていただきたいと思いますが、そういった骨子の中でこ

の冊子がまとめあげられています。 

 項目は、どの分野もそうですが、まず第 1 番目の項目としては、見開きを見ていただき

ますとわかりますように 10 年から 20 年程度の中期的な学術の展望と課題、グローバル化

への対応、社会のニーズへの対応、そしてこれからの人材育成ということで、4 項目にな

っています。これらのことを考えながら歯科界が進んでいけばいいのではないかという一

つの道標のようなかたちで提示しています。 

 細かい日本学術会議の活動としては、いくつかありますけれども、最も大事なのは、こ

の「日本の展望」を今後われわれが協力のもとに実践していくことだろうと考えておりま

すので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 最後になりますけれども、こういったことに関しても江藤会長にお願いをして、日本歯

科医学会がある意味ではリーダーシップを発揮していただけるようご期待を申し上げて、

私の挨拶とさせていただきたいと思います。（拍手） 

○議長（諏訪文彦君） 渡邉先生、ありがとうございました。 

    ○報  告（続） 

○議長（諏訪文彦君） それでは日程 6 の報告に入らせていただきます。まず（1）一般

会務報告を黒﨑総務理事よりお願いたします。黒﨑先生、お願いいたします。 

○黒﨑総務理事 それでは元に戻りまして、この水色の資料に沿って一般会務報告をさせ

ていただきたいと思います。 

 表紙をめくっていただきますと、1 ページに日本歯科医学会の現在の役員、3 ページ以

降に日本歯科医学会の評議員の一覧、それから 7 ページに予備評議員の一覧がございます。

ご覧いただいてということで、11 ページ、資料 1 をお開けいただきたいと思います。前回、

第 83 回の評議員会以降、本日までの一般会務報告が資料 1 の 11 ページ以降に載せてござ

いますので、ご覧いただければと思います。分量が多いので主なところをかいつまんで報

告させていただきます。 
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 12 ページの上の段にございますように 2 月 23 日に学会の学際領域問題 WG を開催しま

した。検討項目、内容についてはそこに記載のとおりですが、座長に日本大学の松村先生

が選出されています。一つ飛んで、3 月 9 日に第 1 回専門医制協議会、すでに 2 回も開か

れていますが、座長に日本歯科大学学長の中原先生を選出させていただきました。 

 それから 13 ページの中段以降、学会の学術講演委員会が開催され、本年度の学術講演

会の運営等について打ち合わせを行いました。なおこの学術講演会についてはすでに今月、

北海道で第 1 回目が開催されております。今年度は下の段にありますように北海道と群馬

県、三重県、香川県でこれを開催することになっています。 

 14 ページ、4 月 27 日、28 日、1 泊 2 日で歯科医学会のワークショップを開催し、医療

技術評価提案書についての討議を行いました。5 月 6 日に歯科医学研究所構想検討協議会

を開催して、東京医科歯科大学の森山先生を座長に選出いたしました。5 月 7 日に学術研

究委員会が開かれています。 

 15 ページに移りまして、5 月 12 日にタイムスタディーWG を開催いたしました。この

タイムスタディーにつきましてはすでに 5 回の委員会を開催し、現在これを実行するべく

着々と準備を進めているところです。まもなく各学会の先生方に多大なご協力をいただく

べくお願いをしたいと思っております。次に 5 月 17 日には、歯科医学会の編集委員会を

開催しています。 

 16 ページは、一番上ですが 6 月 7 日に第 1 回の英文雑誌編集委員会を開催しています。

あとは第何回というふうに何回か開催されたものが重ねて書いてありますのでご覧いただ

ければと思います。 

 次に資料 1 の②、19 ページですが、本年度のこの日本歯科医学会のいろいろな会議の日

程が載せてございますので、お目通しいただければと思います。ちょっと先になりますが、

今回が第 84 回の評議員会ですが、第 85 回は、年が明けて来年 1 月 21 日金曜日に予定さ

れていますので、下から 3 段目ですが、よろしくお願いいたします。 

 さらにページをめくっていただいて 20 ページ、資料 1 の③、ここには専門分科会の今

年度の総会等の開催予定、一覧表が載せてありますのでぜひ参考にしていただければと思

います。 

 同じく 21 ページ、資料 1 の④ですが、認定分科会の総会の一覧表が載せてございます。

これもご覧いただいて、ぜひいろいろとご出席いただければと思います。 

 22 ページ、資料 1 の⑤ですが、これはまだ実行はされていない、上に「予告」と書いて

あるのですが、今年度も日本歯科医学会の認定分科会登録申請を受け付けることになりま

した。これまでと同様に 8 月 1 日付、来週になりますがそこに記載のような内容で、次の



 11 

ページにもありますが、認定分科会の登録申請を受け付けることになりましたので、ご関

係の方がございましたら、ぜひこれに申請をいただきたいと思います。 

 なお次のページ、23 ページには認定分科会の登録の手順が書いてありますので、こうい

う手順に従って登録を行うということになります。お読み取りいただければと思います。 

 引き続き 24 ページ以降、資料 1 の⑥ですが、これは平成 21 年度、昨年の 4 月から今年

の 3 月末日までの会務報告を整理して載せています。1 年度のものですので、よくお目通

しいただけたらと思います。 

 以上が私のほうからの一般会務報告でございます。 

○議長（諏訪文彦君） 黒﨑総務理事、ありがとうございました。続いて第 22 回日本歯

科医学会総会の準備状況報告を準備委員長の田中昭男先生よりお願いいたします。田中準

備委員長、よろしくお願いいたします。 

○田中第 22 回日本歯科医学会総会準備委員長 第 22 回の準備委員長を拝命しております

田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは 38 ページの資料 2 をご覧いただきたいと思います。ここの記載事項のほかに

若干ございますので、ご説明をしたいと思います。 

 まず 5 月 18 日に川添会頭、山科日歯副会長、そして江里口日歯常務理事の各先生方が

大阪府歯科医師会の岡会長を表敬訪問されて、22 回の総会について協力の要請、そして意

見交換を行っています。その後、今回の 22 回の準備委員会の委員として、大阪府歯科医

師会の学術担当の先生にご参画いただくことになっています。 

 5 月 21 日です。第 1 回の常任委員会を開催しました。当日は今後の大会常任委員会の運

営、それからメインテーマ、趣意書、計画概要、シンボルマーク、ホームページなどにつ

いて協議を行っております。この会議の席上で、江藤会長からこの 22 回総会において、

先ほど会頭からもお話がございましたけれども、専門分科会、そして認定分科会との共同

催事、共同で行事を行うというご提案があり、現在常任委員会で鋭意検討をいたしており

ます。この内容は今後詰めていくわけですが、国際会議場のほか、デンタルショーが開か

れますインテックス大阪の一部を使用することを考えております。各分科会で行事をして

いただく、その際に会場費等について若干費用をご負担していただくということになりま

す。 

 今後の予定として、この 8 月 2 日に第 2 回の常任委員会、第 1 回の学術部会の合同会議

を大阪で開催します。そのあと大阪国際会議場、ロイヤルホテル、インテックス大阪をデ

ンタルショー関係者とともに視察をする予定です。 

 それと先ほど共同催事のことを申し上げましたけれども、各分科会に対してご参加の意
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思を確認するアンケート調査等を今後実施する予定です。その結果に基づいて共同催事を

行うか否か判断をしていきたいと思っています。その実施が決まれば、費用等を記した要

項を添えて、正式に募集をしていきたいと思います。会場の使用の契約が 12 月までに結

ぶことが必要ですので、11 月末を締め切りとして今後予定を立てております。 

 以上でございます。22 回総会、先生方、よろしくご協力をお願いしたいと思います。あ

りがとうございました。 

○議長（諏訪文彦君） 田中準備委員長、ありがとうございました。続きまして会計現況

報告を山﨑常任理事よりお願いいたしたいと存じます。 

○山﨑常任理事 それではお手元の資料の次の 39 ページの資料 3 をご覧ください。6 月末

現在の会計の現況報告でございます。 

 まず事業活動収支の部は、1 事業活動収入計は 230 万円。特に動きのありました項目は

第一款特定資産運用収入が大口定期による中間利息など 74 万円、第三款専門分科会分担

金収入は 8 分科会からの分担金 115 万円、第五款雑収入が預金利息など 40 万円でござい

ます。 

 2 事業活動支出計は 4333 万円。第一款事業費支出は 2591 万円で、特に動きのありまし

た項目は、学術研究関係費支出が今年度採択されたプロジェクト研究 3 テーマ 5 題に対す

る研究費および前年度採択された研究 7 題に対する今年度分の研究費の支出など 1503 万

円、学術講演関係費支出は学術講演会にかかわる抄録、ポスター、受講証の印刷費など 263

万円、調査関係費支出はワークショップ開催に伴う支出など 221 万円、業務関係費支出は

事業部門の人件費など 473 万円です。第二款の管理費支出は 942 万円。内訳は、会議費支

出が役員会旅費など 290 万円、事務費支出は事務部門の人件費、主張旅費など 651 万円、

第三款他会計への繰入金支出が 800 万円。よって事業活動収支差額はマイナス 4103 万円

です。 

 投資活動収支の部および財務活動収支の部ならびに予備費支出の計上はございません。

したがいまして、当期収支差額はマイナス 4103 万円でございます。 

 続きまして次の 40 ページの資料 3 の②をご覧ください。これは 6 月末現在の学術大会

会計の会計現況報告です。事業活動収支の部、1 事業活動収入計は、第四款他会計から繰

入金収入の 800 万円。2 事業活動支出計は、第二款管理費支出は大会準備費支出による 80

万円、これは総会第 1 回常任委員会の旅費でございます。投資活動収支の部、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。したがいまして当期収支差額は 719 万円

でございます。以上、ご報告を申し上げます。 

○議長（諏訪文彦君） 山﨑常任理事、ご報告ありがとうございました。それでは江藤会
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長より会長報告をお願いしたいと存じますが、パワーポイントをご使用ということでござ

いますので、しばらくお待ちください。 

○江藤会長 それでは会長報告をさせていただきます。この会長報告につきましては、各

分科会での懇談会でお話ししたことが大部分でございます。それでこの学会、ないしは大

学の先生方には尐し我慢をしてお聞きいただきたいのです。ですから今日、前列にいらっ

しゃいます地区から来られております歯科医師会の 14 名の先生方にぜひお話を聴いてい

ただきたいということでお話しします。 

 先ほど大久保先生のお話にもございましたけれども、この図表です。一番上が総医療費

です。その下が棒グラフ、一番下の赤線が歯科の総医療費です。これは一番端が 1981 年、

昭和 56 年で、右側が 2006 年となっていますが、1981 年の時点で総医療費は 12 兆 8000

億円だったものが、2006 年には 33 兆円になっている。だいたい 2.6 倍です。その間、こ

の棒グラフを見ますと、歯科医師というのは 1981 年に 5 万 5000 人だったものが、2006

年には 9 万 5000 人で 1.7 倍になっています。にもかかわらず一番下の歯科の総医療費は

1981年のときに 1兆 4000億円だったものが、2006年には 2兆 5000億円でもって 1.8倍。

ですから総医療費に比べますと歯科の総医療費は伸びがいかに悪いかわかるわけです。 

 そのためもあって、下の年号が今度は昭和 56 年となっていますが、これも先ほどと同

じく 1981 年ですが、これは歯科診療所と個人の医科のほうの診療所、上が医科、下が歯

科ですが、1981 年には歯科のほうが 1 万円多くて 158 万円の収支差益、医科のほうが 157

万円です。ところがご覧のように 2009 年には、医科が 204 万円になって、歯科が 120 万

円です。このことについてはいろいろなことを申し上げるのは、学会の役割ではございま

せん。この医科、歯科の格差を含めて、こういった非常に困難な状況を克服するために歯

科医師会が政策を打ち、政治連盟がそれを実施していくということを、いま懸命にやられ

ているところです。それでは歯科医学会はこういう状況の中で何をすべきかということで

す。 

 それでこの重点計画は、こういった背景の中で歯科医学という基盤を整備しながら、歯

科の再生に貢献していこうというのが、歯科医学会の大義です。六つございます。歯科医

療への学術的根拠の提供、2 番目の歯科医療技術革新の推進、これは短期的なものです。

特に 1 のほうは保険医療への学術的根拠の提供というふうに読んでもかまいません。それ

から三つ目は、専門医制度ですが、保険医療制度の中でどうやってこの専門医制度を定着

させるかというのが課題です。四つ目の学会機構改革は、法人制度改革に伴って歯科医学

会としてはどうあるべきかといったことが大きな課題です。5 番目の国際連携の推進です

が、アジアだけではなくて世界における日本の歯科の存在感がやや弱まっているといわれ
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ていますが、これをどう強化していくかという方向が大事ではないかと考えております。

それから 6 番目ですが、先ほど学術会議からの渡邉先生のお話にありましたように、未来

構想をどう構築していくのか、そういった課題があります。 

 歯科医療への学術的根拠の提供ですが、1）の医療技術評価の提案と 2）タイムスタディ

ー、これは保険医療にかかわることですが、夏ですからスイカにたとえて申し上げますと、

もうスイカが売れました。このスイカの質はどうでしょうか、色はどうでしょうかという

のが、そういったことがこの 1 番目の技術評価です。それで 2 番目は、このスイカのコス

トはどれかかったのでしょうか。人件費は、肥料は、そういった手間は、それがタイムス

タディーです。プロジェクト研究というのは中期的なもので、ではどういった種を仕込め

ばいいのかという種子の段階、それから 4 番目のガイドラインは、いわば苗床の問題です。

ですから上の二つが短期的なもので、3）プロジェクト研究がやや長期です。4）は中期と

考えていただきたいと思います。 

 こういったタイムスタディー、プロジェクト研究、診療ガイドラインを医療技術評価の

提案、ないしは先進医療の申請にこの内容として入れていく。それを中医協に提出してい

く。この中医協は矢印が下になっておりますが、もともとは医療技術評価の提案も、先進

医療の申請も中医協からの依頼でございます。 

 ですからこの成果ですが、平成 22 年度の改定のときには、56 項目を中医協に提出し、

新規の医療技術については 22 項目、既存技術の再評価については 34 項目を出しました。 

 新規は 4 項目、下顎関節突起骨折観血手術等です。 

 それから再評価については 7 項目、計 11 項目が保険に導入されています。 

 それから次のタイムスタディー調査ですが、左側は外保連のもの、右側は 2004 年に行

った歯科のほうのタイムスタディーです。何が違うか。 

 外保連の上のほうですが、「手術報酬に関する外保連試案」が 2007 年 11 月に出ていま

す。第 7 版ですが、手術料のうちの人件費部分は、技術度、協力者数、これは協力医師、

看護師、技師等です。それから所要時間、この 3 点を科学的に算出したもので、これを第

7 版まで出してきておりますが、今後はさらに人件費の試案にモノ、すなわち医療材料、

ないしは設備、医療機器の減価償却、これを入れて、いわば医療におけるコスト計算をす

る予定だそうです。 

 すでに WG がその作業を行っておりますが、何しろ 1982 年から外保連は始めておりま

して、28 年の歴史がございます。28 年の歴史を歯科側としては一挙に 2 年で縮めるとい

うことは容易ならざることです。ですからこれは平成 24 年、26 年の改定を目指して、い

ろいろな項目を導入していきたいと考えております。 
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 プロジェクト研究ですが、これはここにございますように日進月歩の歯科医療技術を歯

科医療現場に迅速に普及させることを目的として、平成 19 年度から導入されています。

日本歯科医学会があらかじめ決めたテーマに対して分科会が申請する。その中から歯科医

学会のほうで選定をする。選定したうえで研究資金を交付する。そういった仕組みです。

研究テーマは、新規歯科医療技術を保険導入する際に求められる学術的根拠や診療ガイド

ライン作成の一助となりうる臨床研究、ないしは臨床応用に寄与する基礎的研究といった

ものです。研究期間は最大 2 年となっています。いわば保険導入の種の段階から仕込んで

いこうという趣旨でございます。 

 ですから 19 年 3 項目、20 年 3 項目。 

 それから 21 年 3 項目、22 年 3 項目の研究テーマが採択されています。 

 診療ガイドラインですが、システムとしてはできあがりました。左側のタマネギのかた

ちのほうは、日本歯科医学会の診療ガイドラインのライブラリーの中で技術編です。右側

の四角い囲みのほうが、これは主に疾患別で右側に矢印がついていますが、医科側の

Minds にも収載を予定されたものです。ですから一番下の左側にあります歯科医学会で依

頼してつくるガイドラインと、各学会で準備されたものを診療ガイドラインのライブラリ

ー協議会に上げて、それで収載をしていく。ただその作成の途中で、いろいろな助言を

Minds 側から来た委員にもしていただいております。そういうことで、このガイドライン

の作成の迅速化を図っています。 

 ブルーの字が Minds に掲載済みのもので、赤のほうは申請中のもの、それからグリーン

が申請予定のものです。 

 こちらのほうは、歯科医学会のライブラリーに収載するもので、Minds には収載しない

ガイドラインの項目です。 

 重点計画の 2 番目ですが、歯科医療技術革新の推進です。これは何度もお話ししており

ますけれども、平成 20 年に改定されました新医療機器・医療技術産業ビジョンへの書き

込みは、国の医療機器・医療技術産業ビジョンへ歯科を参画させるといった趣旨で、歯科

側で歯科医療機器産業ビジョンをつくり、それでこの 5 項目が平成 20 年に初めて歯科側

から掲載をされています。 

 ですからこの歯科医療技術革新の推進というのは、歯科医学会の中に歯科医療技術革新

推進協議会を設けて、協議会というのは、日本歯科医師会からの委員、日本歯科商工協会

からの委員が入って、三者でもってここにありますように中長期的な検討課題、歯科医療

機器産業ビジョンの改訂、これは平成 25 年の医療機器産業ビジョンの改訂を目指しての

ものです。二つ目が、承認・認証の迅速化ですが、これは大学関係者、行政、それから企
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業、この三者でもって何回かシンポジウムを開きながら問題点の摘出、改善を図っていま

す。三つ目、これは治験体制ですが、歯科としては手がつけられていない部分で、現在医

科側で進んでいる治験 5 カ年計画、これが平成 23 年には終了いたしますので、24 年から

のポスト治験に歯科を何とか入れるような手だて、理論武装をこの協議会で現在スタート

したところです。 

 専門医制度のあり方の検討ですが、これは 2）のほうの専門医制あり方検討会は、現在

まだ立ち上げておりません。その前の段階として歯科医学会と日本歯科医師会の間でどう

いったあり方に向けて立ち上げればいいのかという検討を行っております。 

 論点は、いわば一般開業の先生方と専門医との共存共栄を図るにはどうすればいいかと

いったところです。たとえば歯科麻酔、歯科放射線のように大学に専門医がいて、一般開

業医はそこに紹介するという、いわばすみ分けができている分野はいいのですが、補綴・

保存のように開業している A 先生は専門医で、B 先生は専門医でないといった場合に、ど

ういったすみ分け、ないしは共存ができるのかといったことが非常に大きな課題です。 

 これをどうやって解決していくかというのが、歯科における専門医の非常に大きな問題

です。ちなみに医科のほうは、病院が主ですから専門医というのは病院における昇進、待

遇、そのために専門医制度が使われていますが、歯科は開業医制ですから、そういった医

科のやり方を直には導入できないのが歯科の事情です。 

 公益法人制度改革、三つ目の学会機構改革です。 

 改めて歯科医学会の役割を申し上げますと、各分科会の学術の力を結集して日本の歯科

医学の近未来への展望を切り開くというのが一つ、それから行政、国民から歯科医療者、

日本歯科医師会等への窓口、ないしは各分科会から行政、国民、歯科医療者への窓口、こ

ういった橋渡しの役割がございます。 

 財政状況は、いま日歯会員 6 万 5000 人の先生方から 1 年間で年間 5000 円をいただき

まして、2 億 6000 万円で運営をされております。ただ大学の先生方の言い分といたしま

しては、大学の先生方、尐なくとも 5 個か 6 個の分科会に入っていますから、年間 7～8

万円の会費を払っている。その上に懇親会に行けば 10 万円以上の会費を払って日本の歯

科医学の学術活動を支えているじゃないかとおっしゃいますが、それも一理あります。 

 ただ現実には日本歯科医師会の会員 6 万 5000 人の先生方のおかげで運営をさせていた

だいているわけです。ただし、昭和 48 年に、これは前回にも申し上げましたけれども、

日歯会員を全員、日本歯科医学会の会員とし、歯科医学の振興と日本歯科医学会の健全な

る運営のために学会予算を一般会計から特別会計として独立させる。ですから金は渡すけ

れども口は出しませんと、そういったかたちが特別会計です。これによって歯科医学会の
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中立性と独立性を保証しましょう。それによって歯科医学会が提供する学術的な根拠は、

国民から信頼を得られます。日本歯科医師会の都合でやっているのではないのですという

のが、これはむしろ日本歯科医師会の英断で、長い目で見れば、これは先ほど大久保先生

がおっしゃいました歯科医師会と歯科医学会が両輪であるという一つの証です。 

 ですからこの法人制度改革の基本的な方向性としては、大前提として国民へ質の高い歯

科医療を提供する。一つは、歯科医学という学問の中立性と独立性を堅持する。これが特

別会計の意義です。もう一つは、国民への質の高い歯科医療を提供するために、歯科医療

の担い手である日本歯科医師会と歯科医学の担い手である日本歯科医学会の緊密な連携が

必要である。これが改革の方向であると考えております。 

 国際連携ですが、いま諮問を出しています。一つは、日中歯科医学大会のあり方ですが、

これは日中だけでやっていいのか。ただ、これをやめますと今度は中国が韓国、ないしは

アセアンを引っ張り込むことになっては、せっかくの日中歯科医学会への意義が失われる

ということで、現在検討してくれと。 

 それから JADR と IADR とありますのは、IADR というのは国際歯科研究学会で、要す

るに国内の歯科医学会をどういったかたちで国際的なものに、JADR という日本の支部で

すが、これを窓口にして世界のひのき舞台に日本の研究を紹介していくか、どういうチャ

ンネルをつくればいいのかという課題です。三つ目は、日本で教育した留学生のネットワ

ークを有効に活用しようではないか、この三つです。 

 歯科医学未来構想ですが、歯科医学の研究拠点として「歯科医学研究所」の設置の是非

について検討したいということで、協議会を立ち上げています。この協議会というのは、

渡邉先生が本日ご出席されておりますが、学術会議から、私立歯科大学協会から、国立大

学歯学部長会議から、先端歯学国際教育研究ネットワークという研究者の集まりから、そ

れから歯科医学会からの代表に集まってもらい、ここでもって検討したうえで現在 39 の

分科会にご意見はいかがかということを聴くためのアンケートをいま準備中です。 

 広報委員会、歯科医学会は何をやっているのと言われないように、十分な歯科医学会の

活動の周知方を図るため、それから特に開業されている先生方に和文雑誌の検索の利便化

を図るようにできないか。これはかなりコストのかかる話ですが、会員登録を一元化した

らどうか。こういったことを検討していただく予定になっています。 

 ですからここにありますように、歯科医学会の使命としては、現在、歯科医療界は大変

厳しい状況に置かれております。この難局を打破するために、いままさに臨・学・産が一

丸となり、それぞれの役割分担を明確にしたうえで、課せられた責務を全うし、未来を切

り拓いていかなければならないときであります。日本歯科医学会に課せられた使命は、歯
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科医学を振興することによって歯科医療を向上させ、もって歯科界の存立基盤の強化と発

展基盤の構築を図ることにあります。しかし、歯科医療・歯科医学に関する施策について

学術的に提言を行うだけでは改革は達しえません。その実現に向けて具体的な行動に出る

ことこそ 2 億 6000 万という予算を十分に使って、歯科再生の道を切り拓いていくことに

あります、ということでございます。以上でございます。 

○議長（諏訪文彦君） 江藤会長、ありがとうございました。続きましてその他の報告事

項として、本年度の学術講演会について黒﨑総務理事よりご報告をお願いいたします。黒

﨑総務理事、お願いいたします。 

○黒﨑総務理事 本日、資料は用意させていただいていませんが、すでに評議員の先生方

には過日、本年度の学術講演会の事前抄録とポスター等をお送りしてございますので、ご

覧いただいているかと存じます。ポスターもよくできていまして、ご記憶の先生もおられ

るかと思いますが、開催県が日本地図の中でわかるようになっているポスターです。 

 本年度の学術講演会は、先ほども一般会務報告のところで申し上げましたが、7 月 10

日に北海道ですでに開催いたしました。参加者が大変多くて会場は熱気に包まれていたと

いうことでございます。今後、三重県で 10 月 31 日の日曜日、香川県で 11 月 21 日の日曜

日、それから群馬県で 12 月 5 日の日曜日に開催をする予定でおりますので、近隣の先生

方、ぜひ積極的にご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（諏訪文彦君） 黒﨑総務理事、ありがとうございました。それではここでこれま

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

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

ご発言をお願いいたします。ではご質問のある方は挙手願います。村川評議員、どうぞ。 

○村川評議員 50 番の村川と申します。ただいまの会長報告で、ご丁寧な報告をいただき

まして、いままでよくわからなかったところが氷解した思いであります。そこでご教授、

およびお願いをしたいのですけれども、一つ教えていただきたいのが、プロジェクト研究

はわかったのですが、総合的研究、たとえば 21 年度、材料のナノサイジングに基づくで

すとか、口腔がん、口腔粘膜疾患検診の普及とその他の標準化の構築とございますが、こ

の総合的研究等も日本歯科医学会のライブラリーに掲載される予定なのでしょうか。 

 それと、プロジェクト研究にかかわるガイドラインは、会員にとりまして大変ありがた

くて、私は群馬県でとにかく歯科医学会のホームページに飛んで、ガイドラインを見てく

れとアナウンスしているのですが、会長が先ほど迅速化を図るとおっしゃいましたが、で

きればプロジェクト研究によるガイドライン作成の迅速化を図っていただきまして、ホー

ムページになるべく早く掲載していただけるとありがたいなと要望する次第でございます。
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以上です。 

○議長（諏訪文彦君） 執行部、ご答弁をお願いいたします。どうぞ。 

○黒﨑総務理事 ご質問、またご提言をありがとうございます。このプロジェクト研究に

ついては、資料にも、先ほど会長報告にもございましたように、研究成果をなるべく臨床

に早く応用できるように、またこれに基づいて容易にと言っては何ですが、皆さんがよく

これを利用できるように、ガイドライン等に載せられるものはそういうふうに整理をして

普及を図りたいと思っております。 

 それからもう 1 点、その前に、これは研究していただいたグループの方に、これをつく

ってもらうまでにはなかなか時間がかかります。報告書はあるのですが、報告書では、ざ

っくばらんに言うと、論文形式でなかなか見にくいという点も指摘があります。何らかの

方法でよりプロジェクト研究の成果のエッセンスを皆さんに、すべての方にわかりやすい

ように早く提供しようということで、現在作業を進めているところです。19 年度の分、20

年度の分はまだですが、すでにそういう準備を進めていますので、いずれホームページ等

で、あるいは雑誌等で読みやすいようにして出しますので、ご了解いただければと思いま

す。 

○議長（諏訪文彦君） 執行部、どうぞ。 

○佐藤常任理事 村川委員からご質問、ありがとうございます。ガイドラインにつきまし

て一言だけお伝えしたいと思います。 

 臨床の先生方ができるだけ早くお使いになりたいということは、大変よくわかります。

ただ作成する側としましては、ものにもよりますが、大変膨大な国際的な論文を読み取っ

て、その中から選んでいき、そして抽出していくという作業でございますので、半年でで

きるというようなものはまったくございません。歯科医学会の先生方がみんな努力をして

担当する、委員の方が努力をしておりまして、いまやっとこのかたちができてまいりまし

た。 

 どういうふうにしてつくって、どうあげていこうか、どうやって固めていこうか、そし

てどうやってお示しをしていこうかというシステムができて、先ほど会長のほうからお示

ししましたルートができてまいりました。それに特に Minds で、あくまでも公的に公表で

きるかたちで委員の方が参画して、いろいろなご指導を受けながらできるときになってま

いりましたので、いままでよりもっと早くできあがっていくと思います。 

 それからプロジェクト研究の中にもガイドラインの研究がいくつか入ってまいりますの

で、尐なくとも先ほど話しましたようにプロジェクト研究は期限 2 年でございますので、

最低 2 年はかかろうかと思いますが、みんな陰では努力をしておりますので、先生方にで
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きるだけ早くお示ししたいというふうに努力をしております。これが現状でございます。

先生方にできるだけ早くお渡ししたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 

○議長（諏訪文彦君） 執行部、どうぞ。 

○住友副会長 住友です。ありがとうございました。会長の報告の 11 のスライドをちょ

っとご覧になってください。この紫色の 11 番ですが、いま黒﨑総務、佐藤常任理事から

答えがございましたのでダブるところがございます。先ほど村川委員からお話がございま

した総合的な研究というのは、尐し趣旨が違います。プロジェクト研究とは違う。 

 プロジェクト研究は、先ほど会長からお話がありましたように、三つ目の○のところを

もう一度ご確認いただきたいと思うのですが、プロジェクト研究テーマは、新規歯科医療

技術を保険導入する際に求められる学術的根拠や、診療ガイドライン作成の一助となりえ

る臨床的研究か、臨床応用に寄与する基礎的研究にかかわるもの、これはもう即、われわ

れのほうで集めまして、そして中医協に提出している提案書がございます。新技術、再評

価の提案書、これは保険の収載をもろに意識したものでございます。 

 ですからこのプロジェクト研究は、そこにポイントを置いているということ、それから

総合的研究はそこではございませんので、もう尐し広い意味での研究で結果を求めている

というふうにご理解ください。 

 したがって特に地区から出てきていただいております評議員の方々には、このプロジェ

クト研究の流れ、これは日本歯科医学会誌に出してございますので、今後これをどのよう

なかたちで保険収載に持っていくかということでの議論はなされる。そういう実際的な動

きになってございますので、どうぞ注目をいただきたいということでございます。以上で

ございます。ありがとうございました。 

○議長（諏訪文彦君） ではそのほかご質問はございますか。どうぞ。宮村評議員、どう

ぞ。 

○宮村評議員 53 番、東海信越の宮村でございます。ちょっと議長にお諮りしたいのです

が、渡邉誠先生の来賓挨拶の中で日本学術会議の報告書のようなものが出ているのですが、

この内容に質問できるのでしょうか。学術会議のこの報告書でちょっと質問がしたいので

すけれども。もし答えられなかったら江藤会長が答えてくださってもいいのですが。 

○議長（諏訪文彦君） どなたがお答えになられますか。黒﨑総務理事。 

○黒﨑総務理事 私のほうで。それは先生、これに基づいては渡邉学術会議会員に直接お

願いできないでしょうか。それでよろしいですか。 

○宮村評議員 それならば一般的なかたちで、まずこれに関連してお聞きして、もう一つ
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は先ほどの会長報告でお聞きしたいのがもう 1 点ございます。 

 というのは、この日本学術会議というのは私たちにとって最高なものであるということ

で、渡邉先生、本当に頑張っていただいてありがとうございます。これは一般的な話で、

12 ページにこれからの人材育成というのがございます。これは実は学会にも、あるいは大

学にも、あるいはもっとひどい言い方をすれば、歯科医師会にも聞きたいところがありま

す。 

 この人材育成のところで国家試験の合格基準が引き上げられて、その結果、合格率が低

下するということが明確に書いてあるのですけれども、実は私、歯科医師会の歯科医師過

剰であるとか、需給の担当ですが、この国家試験の合格率の引き上げというのは、2006

年、平成 18 年の 8 月に厚労大臣と文科省の大臣の確認書以外に私は見たことがないので

す。したがってどういうかたちで引き上げられたのか、どこがどう変わったのかというの

が、実は私、担当にもかかわらず明確にもっていないのです。 

 ですから、たとえば学術会議などで明確に書かれるというのは、明確なそういった政省

令なり何なりがある、あるいは厚労省からこう変えたというものがあれば、学会にしても、

あるいは学術会議にしてもちょっと教えていただければ大変ありがたいと思います。逆に

言えば、国会であれどこであれ、すごく簡単に、あるいは既成事実のごとく合格基準が引

き上げられて国家試験の合格率が低下しているというのは、本当に言い切っていいのかど

うか、僕はちょっと気になっているものですから、それをお尋ねしました。 

 それから江藤先生のお話で、いろいろお聞きしたいことがございますけれども、それこ

そいっぱいあれば個人的に聞こうと思っていたのですけれども、特に 20 番の専門医制度

のあり方の検討というのがありました。それでここの専門医制の協議会の目的が、社会に

信頼される専門医の育成ということが冒頭に書いてございますけれども、まさにそうだと

思うけれども、逆にいえば専門医でないと信頼されないということにも取れるわけですが、

社会によりよき歯科医療を提供するための専門医制度だと思うのです。専門医が信頼され

るとなると、たぶん私は今後専門医を取りませんので、私はまったく信頼されないという

話になるというのが、理念的にちょっと気になったのが一つ。 

 それから歯科医師会としてお願いをしたいのは、つまりこれは最近の流れの中でお願い

したいのですが、実は保存とか補綴が専門医か専門医でないかというのは、これは歯科の

内部の問題であろうかと思うのですが、最近いわゆる口腔という名前を歯科が使ってはど

うだとか、医科領域から歯科に対しての境界線が非常にあいまいであるのと、尐し浸食さ

れかねないのではないかと思っています。 

 ですからこの専門医制度というものを歯科医療の専門領域とか歯科医療の専門分野とい
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うものを明確に示すような専門医制度をつくっていただけると大変ありがたい。たとえば

口腔何々とか、そういう名前の専門医制度を学会がつくってくれれば、そこが領域である

ということがわかるし、あるいはそれをつくらせないならば、日本歯科医学会が進んで医

学会と戦っていただきたいと、これは最後に要望でございますけれども、そういうことを

申し上げたいと思いました。以上でございます。 

○議長（諏訪文彦君） どうぞ、江藤会長。 

○江藤会長 1 点目でございますが、専門医制協議会のところで、社会に信頼される専門

医の育成という言葉を使っているのはいかがなものかということで、この専門医制協議会

というのは厚労省の管轄にある広告可能な専門医の、いわば予備審査機関です。ですから

社会に信頼される専門医の育成というのは、専門医を持っていない人は信頼されないとい

うふうによもや取られるとは思っていなかったので、言葉の使い方に気をつけます。これ

は尐し検討させていただきます。 

 専門医制のあり方のほうですが、先生の 2 点目のご質問につきましては、これは十分に

検討してみたいと思います。特に境界領域、ないしは口腔という言葉をどう使うか。ちな

みにある大学から歯科大学をやめて口腔医科大学にしたいということがありまして、議論

を呼んでおります。この名称につきましては法改正が必要ではありませんが、もう尐し立

ち入ったことになりますと、これは法律の領域になります。そのときに医科側とどういっ

た対処をすればいいのか、これは歯科の中の十分なコンセンサスを得ながら、戦うべきと

ころは戦うし、話し合えるところは話し合うという方向で考えてみたいと思っています。

以上でございます。 

○宮村評議員 ありがとうございました。 

○議長（諏訪文彦君） 執行部、住友先生どうぞ。 

○住友副会長 宮村先生の質問、日本学術会議の 12 ページの上、私も黒﨑総務もたぶん

そのときの歯科医師の資質向上委員会に出ていたのだと思います。この会議はクローズで

した。したがって結果的にこういうふうになるという公表されたものと、クローズのまま

で、表現は悪いのですが、このまま闇に葬られると言いますか、それがございます。それ

が非常に微妙なところなので、後日宮村先生とお話をしたいと思います。明らかに公表さ

れているものでこういうふうになっているというものもございます。ですから公表されて

いるものについてはお話ができると思いますので、ここではそこが確実ではありませんの

で、のちほどお話をさせていただきたい。ただしこの根拠になるものはございます。以上

です。 

○議長（諏訪文彦君） ありがとうございました。報告のご質問事項、（1）から（6）に
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関して受けておりますので、その点、ご留意を持ってご質疑をお願い申し上げます。ほか

に（1）から（6）のご報告に関してございますでしょうか。ないようでございますので、

質問はうち切らせていただきますが、執行部、このほかに追加報告はございませんでしょ

うか。 

○黒﨑総務理事 特にございません。 

○議長（諏訪文彦君） では以上をもちまして、日程 6．報告は終了とさせていただきま

す。 

    ○議  事 

    ○第 1 号議案 平成 21 年度学会会計収支決算 

○議長（諏訪文彦君） 引き続き日程 7．議事に入りたいと思います。それでは第 1 号議

案、平成 21 年度学会会計収支決算を議題とさせていただきます。第 1 号議案、平成 21 年

度学会会計収支決算の提案説明を山﨑常任理事、お願いいたします。 

○山﨑常任理事 それではお手元の別冊の資料 5 をご覧ください。収支計算書でございま

す。まずⅠ事業活動収支の部の 1 事業活動収入、第一款特定資産運用収入は 156 万円、こ

れは大口定期の積極的な資金運用による増収でございます。第二款学会会費収入は 2 億

5851 万円、第三款専門分科会分担金収入は 380 万円。第四款広告収入は 458 万円、英文

雑誌の発行が増えたため増収でございます。第五款雑収入は 30 万円、これは元本保証の

決済性預金から利息のつく普通預金に変更したり、著作権収入による増収でございます。

第六款他会計からの繰入金収入は 5339 万円、これは第 21 回学術大会会計決算における次

期繰越収支差額、剰余金でしょうか、その繰り入れでございます。よって事業活動収入の

計は 3 億 2217 万円でございます。 

 続きまして 2 事業活動支出でございます。第一款事業費支出は執行率 85％の 1 億 2397

万円です。内訳は、会員顕彰費支出から 2 ページの業務関係費支出までで、特に執行率の

低かった項目についてご説明させていただきますと、歯科用語関係費支出は平成 20 年度

に用語集を改訂したため、会議は未開催で執行率が 11％の 20 万円ございます。学術講演

関係費支出は、公開シンポジウム未開催のため執行率が 64％の 626 万円、関係団体補助

金支出は国際学会の開催を申請する分科会がなく JADR のみの助成となったため執行率

61％の 80 万円、調査関係費支出は歯科医療協議会の全体会が未開催のため執行率 43％の

494 万円、内外渉外費支出は外国学会などへの派遣、および渉外費が未執行のため執行率

58％の 317 万円となっております。 

 第二款管理費支出は、執行率 82％の 5061 万円。会議費支出は出席者の重なる会議を同
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日開催にするなど効率化を図ったため、事務費支出は事務用パソコンのリースを取りやめ

て買い取りにするなどの経費節減によるものです。第三款他会計への繰入金支出は 494 万

で予算どおりでございます。 

 よって事業活動支出計は執行率 84％の 1 億 7953 万円、事業活動収支差額は 1 億 4264

万円でございます。 

 続きまして、Ⅱ投資活動収支の部でございます。1 投資活動収入は名目計上のためござ

いません。2 投資活動支出は合計 7197 万円、動きのありました項目は、第一款特定資産

取得支出において大口定期 7000 万円、これは学術大会開催に合わせ期間を 3 年にし利率

が 0.65％です。第二款固定資産取得支出が 197 万円、これはリースの事務用パソコンを買

い取りにしたためでございます。 

 Ⅲ財務活動収支の部、およびⅣ予備費支出の計上はございません。 

 したがいまして、当期収支差額は 7067 万円となり、前期繰越収支差額を含めました次

期繰越収支差額は 2 億 1445 万円でございます。なお備考欄の（注 1）（注 2）（注 3）は、

科目間の流用、および予備費の使用を行った項目です。詳細につきましては付属資料の平

成 21 年度決算参考資料をご参照ください。以上で説明を終わります。よろしくご審議の

ほどお願いいたします。 

○議長（諏訪文彦君） ご説明ありがとうございました。では第 1 号議案、平成 21 年度

学会会計収支決算についての質疑をお受けいたします。ご質問のある方は挙手願います。

ございませんでしょうか。なければここで質疑を打ち切りまして、採決に入りたいと存じ

ます。ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（諏訪文彦君）ありがとうございます。ご異議がないようでございますので、採決

いたします。それでは第 1 号議案、平成 21 年度会計収支決算にご賛成の方は挙手願いま

す。 

（賛成者挙手） 

○議長（諏訪文彦君） ありがとうございました。全員挙手によって第 1 号議案、平成 21

年度学会収支決算は可決確定いたしました。山﨑常任理事、どうぞ。 

○山﨑常任理事 ただいま第 1 号議案、平成 21 年度学会会計収支決算を可決確定してい

ただきまして、まことにありがとうございます。この会計単位の決算に関しましては、今

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

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

ならないわけでございます。したがいまして、この審議過程の中でどうしても微調整をす
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る部分が出てくるかと思いますので、この微調整の必要が生じた場合には、学会長にご一

任をいただきますことをここでお認めいただきたいと存じます。議長さん、よろしくお願

いいたします。 

○議長（諏訪文彦君） 微調整の必要が生じた場合、学会長にご一任いただきたいという

ご要望でございます。ただいま山﨑常任理事からご提案いただきました第 1 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（諏訪文彦君） 異議なしということでございます。どうもありがとうございます。

ではご承認をいただいたものと認めます。ありがとうございました。これをもちまして議

事はすべて終了といたしました。 

    ○協  議 

○議長（諏訪文彦君） 引き続きこれより日程 8．協議に入らせていただきます。会務運

営について執行部よりご提案、ご説明をお願いいたします。何かございますでしょうか。 

○黒﨑総務理事 執行部のほうでは協議については特段ございません。会場の評議員の先

生方からございましたらよろしくお願いいたします。 

○議長（諏訪文彦君） 執行部からはないそうでございますが、評議員の先生からお受け

したいと執行部がご提案でございます。いかがでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（諏訪文彦君） なしということでございます。ではその他、ほかに評議員の皆さ

ん、ご提案、ご意見まだございますでしょうか。ご提案がないようです。どうぞ執行部、

黒﨑総務理事。 

○黒﨑総務理事 協議が終わったということで、私のほうから本来は報告がいいのかもし

れませんが、まだ確定していないところもございますので、各評議員の先生方にお願いと

いうか、報告の一部を二つほどさせていただきたいと思います。 

 1 点目は、すでにご存じの先生方もたくさんおられるかと思いますが、日常の臨床で使

う、いわゆる薬の話になりますが、薬事法で承認されている医薬品について、医師の、歯

科医師の学術的判断に基づく、いわゆる適応外使用についての協議がしばらく先に行われ

るということで、各学会にはこれからお知らせをしたいと思いますが、薬事法を通ってい

る薬の適応外使用、適応拡大というか、これについてご案内を差し上げますので、各学会

で検討して歯科医学会のほうに出していただきたい。 

 その際は、先ほども説明しましたように、ある程度これの根拠となるものを簡単につけ
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ていただきたいと思います。なお各学会には、私どものほうからも歯科医学会の執行部で

考えているものも振り分けてお願いすることもあるかもしれませんので、それについても

ご協力方よろしくお願いしたいと思います。 

 適応拡大については、非常に複雑というか、見えないところであまりはっきりしたこと

を言えないのですが、見えないところでやっているようなところがあります。これは 2 年

に 1 回しかないのですが、前回も出していただいたかと思いますが、くどいようですが、

薬事法で承認されていない薬を出されると、それはそのままだめですから、ここだけ十分

注意をしていただきたいと思います。それが 1 点。これは近々お願いをして、おそらく締

め切りはまだちょっとはっきりしていないのですが、9 月の上旪か中旪までに日本医師会

のほうに届けることになっていますので、たぶんかなり忙しい話になろうかと思いますが、

ご協力方お願いいたします。 

 それから報告事項でもありました第 1 回のワークショップ、これは医療技術評価提案書

について 4 月に行いましたが、第 2 回は、まだこれも日程がはっきりしておりません。お

招きする講師のご都合とかいろいろございまして、しかし 11 月の末のころか 12 月には第

2 回を行いたいといま準備を進めているところでございます。主な内容としては先進医療

について多尐テーマを絞ってお願いしたいと思っています。 

 この 24 年度の診療報酬の改定をにらみますと、もう 11 月、12 月の時期には医療技術

関係、これは先進医療でいくのか、保険にそのまま入れるのか、いろいろあるでしょうが、

そのあたりをはっきりさせないと大変難しくなるというか、スケジュール的に厳しくなり

ます。各学会ではもう十分ご理解いただいていると思いますが、次回提出する医療技術に

ついて早めに準備を進めておいていただきたいと思います。それが先進医療で行くのかど

うかというのはまた別の話で、ワークショップ等で十分検討して持っていきたいと考えて

いますので、これについても大変急ぎのお願いですが、よろしくお願いしたいと思います。

以上です。 

○議長（諏訪文彦君） では以上をもちまして第 84 回評議員会の全日程の審議はすべて

終了といたします。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

が図ら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。（拍手） 

    ○閉会の辞 

○議長（諏訪文彦君） それでは閉会の辞を井出副会長、お願いいたします。 

○井出副会長 長時間にわたりまして慎重なご審議、まことにありがとうございました。

それから議事の運営、諏訪議長、桃井副議長、ありがとうございました。これをもちまし
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て終了にいたします。なお次回は来年の 1 月 21 日の金曜日でございます。ご出席のほど、

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） 

  －午後 3 時 52 分閉会－ 
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