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日本歯科医学会第 100 回臨時評議員会議事録

○日 時 令和元年 6 月 3 日（月）

     午後 2 時 00 分開会、同 4 時 25 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  中村雅典 外 66 名

            役 員 学会会長     住友雅人 外 34 名

◯会議の成立

○議長（矢島安朝君） 大変お待たせいたしました。定刻になりましたので、これから始

めたいと思います。

 評議員の先生方、お忙しいところご参集いただきまして、誠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、点呼をお願いいたします。

（事務局氏名点呼）

○事務局 議長にご報告いたします。評議員総数 68 名中、出席評議員 67 名、欠席評議員

1 名、以上でございます。

○議長（矢島安朝君） ただいま事務局より報告されましたとおり、評議員総数 68 名、

出席評議員 67 名、欠席評議員 1 名でございます。従いまして、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 100 回臨時評議員会を開会いたします。

 初めに、2 月 19 日に開催いたしました第 99 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、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。それでは、30

番、藤井評議員、51 番、上野評議員、52 番、武田評議員、53 番、大木評議員、54 番、石

垣評議員、61 番、福田評議員。

 また、本日、予備評議員の先生がご出席されております。こちらもお名前を読み上げま

すので、呼ばれた方はご起立、一礼の後にご着席をいただきたいと存じます。3 番、阿南
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評議員、32 番、松野評議員、56 番、岩城評議員、67 番、品川評議員、以上の方々は事前

に通知があり、事務手続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（矢島安朝君） それでは、日程に従いまして、「日程 1．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。本日はご多用のところご出席を賜り、厚く御礼申し

上げます。ただいまから日本歯科医学会第 100 回臨時評議員会を開催いたします。

 本日は、令和の時代を迎えて、初めての臨時評議員会でございます。議案といたしまし

て、昨年度の学会および学術大会の会計収支決算、任期満了に伴う学会役員選挙が上程さ

れております。どうぞ慎重なご審議を賜りますようお願い申し上げて、開会の挨拶といた

します。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

◯日程の変更

○議長（矢島安朝君） ここで、議場にお諮りいたします。日程では「日程 2．議事録署

名人の指名」となっておりますが、日程を一部変更いたしまして、「日程 5．報告」に入り、

（6）の「専門分科会新規加入に伴う指名理事について」と（7）の「理事の選任（変更）

について」のご報告を併せて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（矢島安朝君） 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、日

程を変更して報告事項に入ります。

◯報告

○議長（矢島安朝君） それでは、「日程 5．報告」（6）の「専門分科会新規加入に伴う指

名理事について」と（7）の「理事の選任（変更）について」を一括して、今井総務理事

よりご報告いただきたいと存じます。

○今井総務理事 座って失礼いたします。それでは、報告事項（6）の「専門分科会新規
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加入に伴う指名理事について」と（7）の「理事の選任（変更）について」を、併せてご

報告いたします。

 お手元の資料番号 6、通しページ 33 ページをお開きください。

 まず、報告（6）「専門分科会新規加入に伴う指名理事について」でございます。

 平成 31 年 4 月 1 日より、日本スポーツ歯科医学会ならびに日本有病者歯科医療学会が、

本学会専門分科会へ新たに加入したことに伴い、日本歯科医学会規程第 6 条第 3 項の規定

に基づき、同学会より指名されました理事をご報告いたします。

 まず、日本スポーツ歯科医学会から明海大学学長の安井利一先生でございます。続きま

して、日本有病者歯科医療学会から明海大学歯学部教授の坂下英明先生が指名されており

ますので、ここにご報告申し上げます。

 なお、任期は学会規程第6条の規定によりまして、令和元年6月30日まででございます。

 引き続きまして、報告（7）「理事の選任（変更）について」ご報告いたします。34 ペー

ジをご覧ください。

 「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、日本歯科医療管理学会から指名理事の補充の申し出がございました。それに

よりまして、日本歯科医療管理学会の尾﨑哲則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、令和元年 6 月 30 日までとなります。

 通しページ 2 ページは、現在の学会役員名簿でございますので、ご参照のほどお願いい

たします。

 ご報告は、以上でございます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。今、ご報告いただきましたとおりでご

ざいます。

 それでは、引き続き、新しく理事になられました尾﨑先生、安井先生、坂下先生のご紹

介を、今井総務理事よりお願いいたします。

○今井総務理事 それでは、ご紹介申し上げます。

 日本歯科医療管理学会より指名されました尾﨑先生は、日本歯科医療管理学会の理事長

であり、日本大学歯学部教授でいらっしゃいます。

 続きまして、日本スポーツ歯科医学会より指名されました安井先生は、日本スポーツ歯

科医学会の理事長であり、明海大学学長でいらっしゃいます。
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 最後に、日本有病者歯科医療学会より指名されました坂下先生は、日本有病者歯科医療

学会の常任理事であり、明海大学歯学部教授でいらっしゃいます。

 ご紹介は以上でございます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

◯議事録署名人の指名

○議長（矢島安朝君） 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。30 番、藤井評議員、65 番、渡邊評議員、以上 2 名の評議員の先生方に

お願いいたします。

◯物故会員に対する黙祷

○議長（矢島安朝君） 続きまして、「日程 3．物故会員に対する黙祷」に移りたいと存じ

ます。それでは、元日本歯科医学会常任理事の光安一夫先生ならびに元日本歯科医学会理

事の青戸泰吉先生をはじめとする物故されました会員の方々に対して弔意を表し、黙祷を

捧げたいと存じます。ご起立をお願いいたします。

 ご冥福をお祈りいたしまして、黙祷を捧げたいと思います。黙祷始め。

 ありがとうございました。ご着席ください。

◯挨拶

○議長（矢島安朝君） 引き続きまして、「日程 4．挨拶」に入ります。初めに、住友会長、

ご挨拶をよろしくお願いいたします。

○住友会長 本日は、令和最初、そして現執行部最後の第 100 回臨時評議員会にご出席賜

りまして、誠にありがとうございます。

 評議員会開催に当たりましては、各地からご参集いただくことがございまして、常に天

候が気がかりでございます。本日は九州南部、沖縄は雨模様と聞いてございますが、全国

的には交通機関が天候に左右されることもないようなので、安心いたしました。

 この評議員会では、事業の最終報告と決算の承認、そして学会会長選挙が行われます。

すべての方々が案件に臨まれ、それぞれの結果を所属の団体に持ち帰り、速やかにご報告

いただきたく存じます。後ほど会長報告の日程も組まれていますので、簡単でございます

が、以上を学会会長挨拶とさせていただきます。
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 評議員会終了まで、何とぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。次に、日本歯科医師会会長、堀憲郎先

生にご挨拶をいただきたいと存じます。

 それでは堀会長、お願いいたします。

○堀日本歯科医師会会長 ご紹介いただきました日本歯科医師会の堀です。第 100 回日本

歯科医学会臨時評議員会にお招きいただきまして、誠にありがとうございます。第 100 回

ということで、本当に大きな節目を迎えられたということで、長年にわたる日本歯科医学

会の組織の発展にご尽力されました歴代会長の先生方、役員の先生方、また評議員の先生

方に心から敬意を表したいと思います。

 日本歯科医師会の執行部は、あと 11 日の任期を余すだけになりまして、今、懸命に最

後の事業の仕上げと引き継ぎに対応しているところであります。会長に就任してから 3 年

3 カ月になりますが、思い返すと本当に短い期間ではありましたが、いろいろな思いが胸

を去来いたします。特に 3 年 3 カ月前に会長に就任いたしまして掲げましたオールデンタ

ルの取り組み、歯科界の結束ということにつきまして、特に学会の住友執行部と日本歯科

医師会の間での相互理解を深め、そしてまた連携の強化をしたということで、歯科界にと

っては、10 年、20 年間なかなか結果が出なかった多くの難しい問題にも、結果が出てき

ていることを心から感謝を申し上げるところであります。

 例えば、口腔の健康と全身の健康が密接にかかわることへのエビデンスの構築であると

か、あるいは歯科活性化会議に学会も参加いただきまして、目指してきた最大の目標であ

りました C2 区分新技術の研究開発と期中における保険収載、あるいは超高齢社会の疾病

構造をカバーできる新しい病名の獲得、そしてまた、タイムスタディー調査の結果に基づ

く我が国の歯科医療の基本的技術評価の低さに対する問題提起とこの引き上げ、こういっ

たものは学会のお力添えがあって初めて遂行できたものと、心から感謝申し上げるところ

であります。

 私のほうからは、直近の学会にも関係する最近の情報と、これからの対応をちょっと一、

二お話ししてご挨拶にかえますが、まず、昨年暮れの国会で 12 月 10 日であります。脳卒

中循環器病対策基本法が成立いたしました。この附則の中に、歯科疾患と循環器病発症に

係る関係の研究を促進するということが明記されております。

 このことにつきましては、実は先月成立した健康保険法等の改正の中の大きな項目であ

るナショナルデータベースおよび介護データベースの連結解析をするということと密接に
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かかわりまして、これから全身の健康、口腔の健康をさらに解明して、歯科からの貢献を

進めていこうという観点で、大変大きな部分になるということで、今後とも学会のお力添

えを得ながら、このところは推し進めていきたいと思っております。

 それから、これもつい先日でありますが、糖尿病性腎症重症化予防プログラム、これが

3 年ぶりに改定されました。この糖尿病対策も、歯科界としては積極的にかかわって貢献

しようという位置づけになっておりますので、ここも大変重要視しております。

 具体的には、今回の改定の中で歯科が充実したのは、例えば、オーラルフレイルの概念

に触れられております。また、学会とも協働で整理してきた口腔健康管理の定義も触れて

あるということで、大変これまでに比べて踏み込んだ内容になっておりまして、今後とも

歯周病と糖尿病の関係の究明も含めて、学会との協力の中で対応していきたい部分と思っ

ております。

 それから、今後のことを一、二触れますが、まず日本歯科医師会、次の執行部で決めて

おります取り組みの大きな課題があります。先生方もご承知のとおり、今かつてなく歯科

界、そしてまた口腔健康管理等に対する国民的な期待が高まっていることは、ご承知のと

おりであります。逆に、この期待に今応えて、具体的なアクションが起こせるかどうかが

これからの歯科界を左右する大変重要な分岐点にあるものと認識いたしておりまして、そ

の期待に応えるためにも、また、これまで 3 年 3 カ月、実は日本歯科医師会では 28 課題

という課題を取りまとめて対応してきました。この中で見えてきたいろいろな方向性や実

績をしっかりと整理して、2040 年を見据えた新しい歯科界のビジョンを構築することを決

定いたしておりまして、既に有識者を交えた検討会の構想も整っております。6 月 19 日に

第 1 回目を開催し、今年度中に取りまとめていくという方向でありますので、もちろん学

会からもご参加いただきまして、これまで培ってきた歯科界の活性に向けての方向性に基

づいた議論を深めていきたいと期待いたしております。

 この 8 月には、来年度の国の事業に関する概算要求が厚生労働省、文部科学省等の各省

から出てまいります。それに向けて、日本歯科医師会、歯科界として要望する内容もまと

まりました。これについては、近々私のほうからも厚生労働大臣、文部科学大臣等にしっ

かりとお会いして、説明してまいりたいと思っております。

 それから、6 月に毎年閣議決定されております骨太の方針であります。これも過去 2 回、

大変歯科界にとっては大きな画期的な内容が入っておりまして、さらに次の 2019 に向け

まして、今どういったことを政策に盛り込んでもらうかを取りまとめました。既に日本歯
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科医師連盟とも情報共有して、それぞれ対応いたしております。水面下の対応になります

ので、閣議決定までは内容まではお話しできませんが、これまで以上に充実した、また具

体的な内容記載を求めているところであります。

 いずれにしましても、今後さらに歯科界が飛躍するためには、申し上げてきたオールデ

ンタルの取り組み、歯科界の結束は欠くことのできない部分だと思っております。

 今後とも日本歯科医学会におかれましては、日本歯科医師会に対しまして、一層のご理

解とご支援をお願い申し上げ、またこの本日の評議員会が、実りある会議になることをご

祈念申し上げまして、ご挨拶にかえさせていただきます。本日は大変ありがとうございま

した。（拍手）

○議長（矢島安朝君） 堀会長ありがとうございました。なお、堀会長は公務ご多用のた

め、これをもちましてご退席なさいます。

◯報告

○議長（矢島安朝君） それでは、「日程 5．報告」に入りたいと存じます。

 （1）会長報告を、住友会長にお願いしたいと存じます。

○住友会長 会長報告として、5 分間いただいております。ここでは、2 つの内容につい

て報告します。日本歯科医学会の重点研究委員会が平成 25 年に設置され、委員会への諮

問内容は「子どもの食問題」、とりわけ「摂食嚥下障害の状況と対応」でありました。そ

の成果は、平成 30 年 4 月の公的医療保健の改定における「口腔機能発達不全症」の新病

名の誕生に貢献しました。もちろん医療だけが対応手段ではございません。しかし、医療

保険に導入されることにより、関心が一段と高まるという側面もあります。私はさまざま

な方法を駆使し、社会の関心を高めることが物事を大きく推進させるとの強い思いを持っ

ています。その意味でも医療保険への導入は大きな価値がありました。

 机上配付資料、右上 1 の資料をご覧ください。

 表紙の次に、カラー印刷で示しましたが、日本歯科医学会誌において、「子どもの食を

育む歯科からのアプローチ」を 2018 年度版と 2019 年度版に特別企画座談会として特集し

ました。目的は、この領域の関心を高め、多職種連携を推進する手段としてでございます。

 皆様ご存じのように、このテーマは我が国が少子高齢化時代であるゆえに、大きな意味

を持ち、かつ重要でございます。すばらしい未来に向けての国づくりをする上で、子ども

と食は、食の場でのコミュニケーションとともに、最も重要なテーマであり、社会全体で
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取り組むものだと信じています。我が国を対象にしたこれらの取り組みは、全世界の方々

にとっても有益な情報になります。

 次のページでございますが、座談会出席者のページでお示ししたとおり、2 号にわたっ

て、このような方々から多面的なご意見をいただいています。この学会誌は、どなたも見

ることができるオンラインジャーナルです。詳細は、学会ホームページからアクセスでき

ますのでご覧ください。加えて、関係方面の紙媒体での配付を目的として、600 部の冊子

を作成しています。

 次のページは、冊子の配付先一覧表でございます。600 部のうち 90 部は、直接医療に

かかわらない方々を含めて、私がお渡ししています。この配付先一覧の 4、関係団体をご

覧ください。重要なところにお送りしていないことに気づきました。それは政府です。

 そこで先月 20 日に、重点研究委員会で委員長をお願いした田村文誉先生と一緒に、政

府の代表者に直接お届けいたしました。トランプ大統領来日前のお忙しい時でございまし

たが、お時間をつくっていただきました。

 評議員の皆様におかれましては、私たちが取り組むこの分野に関心を示され、より高め

ていただける団体ならびに人物を、学会事務局を通してぜひご紹介いただきたく存じます。

 次の報告ですが、役員派遣状況です。昨年 4 月から、事業年度の今年 6 月末までの役員

派遣状況をお示ししました。私が会長に就任以来、皆様にお伝えしていたことは、日本歯

科医学会への帰属意識を高めることと、各分科会の間の横糸づくりです。

 その意味もあり、お招きいただいた分科会の懇談会、懇親会には、積極的に出席してい

ます。加えて、地区歯科医師会主催の学術大会や歯科医療企業の懇親会にも出席させてい

ただいております。これにより、学会からの小まめな情報提供はもちろんですが、出席先

では多くの情報をいただくことができます。そこでいただいた情報などをもとに、学会ホ

ームページの「学会長ご挨拶」において、バックナンバーを含めて 42 の話題を発信して

います。ぜひご覧ください。

 以上のことは、学会事業として大きな位置づけとなります。会長報告を終わります。あ

りがとうございました。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 続きまして、（2）一般会務報告を今井総務理事よりお願いいたします。

○今井総務理事 それでは、資料 2①、12 ページをお開きください。

 まず、平成 30 年度の事業計画、特に骨太の重点計画に基づいたところの事業報告を述
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べさせていただきます。

 資料 2①、「1.重点計画であります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」ということでございますが、2017 年に AMED の枠組みを

理解するために、日本歯科医学会連合と共催でフォーラムを開催いたしました。今年度は、

その共催フォーラムをさらに進化させるということで、ものづくり・医工連携の推進を図

るための研究開発における秘密保持に配慮した中での医工連携推進方策を考える場として、

フォーラム「－歯科医療・ものづくりの展開－」を開催いたしております。

 また、日本歯科専門医機構が立ち上がりましたので、ここに対しましても、日本歯科医

学会連合とともに、この機構のあり方について具現化するための意見出しをしているとこ

ろでございます。

 ページを開いていただきまして、「2.歯科医療への学術的根拠の提供」でございます。こ

こにつきましては、歯科医療協議会が基本的に対応しておりますが、学術的根拠に基づき、

歯科保険医療のあり方を提言し、適切な診療報酬について検討するということを目的とし

て活動しております。

 現在は「画像診断のあり方」、そしてもう一点は「歯周病の診断と治療に関する基本的な

考え方」というものに対する改定について、ワーキンググループをそれぞれがつくり、検

討しているところでございます。

 また、研修会を昨年 7 月、当会館におきまして、30 年度改定における医療技術評価提案

の検証ということで、医科の講師による講演、研修会が開催されております。

 そのほか、そこに記載されておりますように、協議会そしてワーキンググループが開催

されております。

 続きまして、「3.学術研究の推進および実施」でございます。これにつきましては、学術

研究委員会が対応しておりますが、第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進

する集い」の発表演題から優秀発表賞を選考いたしました。また、プロジェクト研究事業

についての協議を行っております。

 詳細の点については、お目通しいただければと存じますが、ただいま申し上げましたよ

うなもの、公募研究とは別に、学会執行部が主体性を持って行う研究テーマ、今しがた住

友会長からご報告がありました重点研究委員会でございますが、子どもの食の問題を正し

く理解し、国民から真に求められる支援者になるための研修、研さんを図る取り組みを行

ってまいりました。これにつきましては、口腔機能発達評価マニュアルを本会のホームペ
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ージ上にも公開し、診療報酬上にも新病名として導入されたことは、ご承知のとおりでご

ざいます。細かい点については、お目通しいただければと思います。

 めくっていただきまして、「4.歯科医療技術革新の推進」でございますが、ここは歯科医

療技術革新推進協議会が対応しております。ご承知のように、平成 24 年に「新歯科医療

機器・歯科医療技術産業ビジョン」云々というようなものが発表されたわけですけれども、

この平成 24 年版の改訂版に当たる平成 29 年版「新歯科医療機器・歯科医療技術産業ビジ

ョン」の発行も行っております。そして、それに対する発行記念会を開催しているという

ことになります。

16 ページになりますが、「5.歯科専門医制度のあり方の検討」でございますが、これは

ご承知のように機構が立ち上がり、その中で縷々検討されておりますが、我々といたしま

しては、平成 27 年、厚労省の中に設置されましたワーキンググループの中で、専門性の

議論を踏まえまして、歯科医師会と連携をとりながら「歯科医師専門医制度構築のための

第三者機構設立作業部会」を設置いたしまして、提言いたしました。その結果、現在の日

本歯科専門医機構が設立されたという経緯でございます。

 また、「6.専門医分科会、認定分科会の更新の実施」ですが、現在、認定分科会への更新

を実施しているところであります。

 ほかにも細かくございますが、後ほどまた各種委員会報告の中で、ご報告されますので、

割愛させていただきます。

17 ページ、資料 2②をご覧ください。

 これは、前回開催されました評議員会以降、開催されたもろもろの会務でございます。

各委員会につきましては省略いたします。

 まず、2 月 13 日に第 17 回四役協議会が開催されて、そこに記載のとおりのことについ

て協議されております。

2 月 19 日には第 99 回評議員会が開催されて、記載どおりの議案が承認、可決されてお

ります。

 めくっていただきまして、18 ページ、3 月 13 日になりますが、次期診療報酬改定にお

ける医療技術評価提案書に係る説明会が開催されております。

 また、3 月 20 日には第 18 回四役協議会が開催されて、記載内容について協議されてお

ります。

19 ページになりますが、3 月 27 日、第 1 回選挙管理会が開催されております。
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 また 3 月 31 日ですが、歯科医学会重点研究委員会研修会『子どもと保護者を支える「口

腔機能発達不全症」の管理～哺乳・離乳や言語発達の支援について知ろう！～』というテ

ーマで研修会が開催され、264 名の参加者で盛大に行われました。

20 ページになりますが、4 月 17 日、第 19 回四役協議会が開催され、記載どおりの内容

が協議されております。

21 ページになりますが、同日、第 2 回の選挙管理会が開催されております。

 また、4 月 24 日、第 8 回の常任理事会が開催され、記載内容について協議、承認されて

おります。

 さらに、同日理事会が開催されて、記載の内容について承認を得ております。

22 ページになりますが、5 月 22 日、第 20 回四役協議会が開催されて、記載内容につい

て協議が行われております。以上が一般会務報告となります。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 続きまして、（3）各種委員会報告を、今井総務理事よりお願いいたします。

○今井総務理事 それでは、各種委員会報告になりますが、ここの細かい内容につきまし

ては、担当の役員よりご報告させていただきます。

 まず、学会誌編集委員会担当の渋谷理事からお願いいたします。

○渋谷理事 それでは、ご報告させていただきます。23 ページをご覧ください。

 学会誌編集委員会でございますけれども、和文機関誌であります「日本歯科医学会誌」

第 38 巻を発行いたしました。既にご承知のとおりオンライン化されております。また、

希望者以外には冊子体ではお配りしておりませんが、本学会ホームページ上でご覧になれ

ますので、ご一読いただければと思います。

 あと、先ほど会長報告にありましたように、特集が食育をテーマにして 2 回にわたって

企画されておりますことを、併せてご報告させていただきます。以上です。

○今井総務理事 ありがとうございました。

 続きまして、英文雑誌編集委員会担当の松村副会長からお願いいたします。

○松村副会長 英文雑誌は、今の学会誌編集委員会の下、23 ページでございます。

 英文雑誌は、本会におきましては「The Japanese Dental Science Review」という総説

の雑誌を刊行しております。

 中ほどから下ですが、今期におきましては、データベース収載を進めておりまして、Pub

Med Central に収載されております。
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 そして、その下ですが、Web of Science Core Collection にも収載されました。この Web

of Science なんですが、括弧に引用件数を掲載と書いてございますように、この Web of

Science の引用件数がその下にございます Journal Citation Reports の引用件数から計算

したインパクトファクターの計算に通ずるわけでございます。

 ただ、ここ何年かの間に、Core Collection 収載になったからといって、自動的に JCR

に収載ということはなくなっておりまして、その下に書いてございますように、論文の年

間の掲載本数がある程度多くないといけないとか、そういったことがございますので、引

き続き編集委員会のほうで鋭意編集を進めているというところでございます。

 なお、今年からの変更点といたしまして、電子版のファイルを論文ごとに逐次発行いた

しまして、1 年間終わりましたらそれを集計して、1 冊の冊子形態にするという変更が行

われております。以上でございます。

○今井総務理事 ありがとうございました。

 続きまして、歯科学術用語委員会担当の井上副会長、お願いいたします。

○井上副会長 ご報告申し上げます。

 昨年 12 月 25 日に、10 年ぶりに「日本歯科医学会学術用語集」第２版が発行されまし

た。10 年ぶりでございますが、分科会が独自に発行している各専門領域の用語集等を踏ま

え、歯学教育モデル・コア・カリキュラム、また歯科医師国家試験出題基準との整合を考

慮し、さらに文部科学省、厚生労働省の協力も仰ぎつつ、改訂が行われました。

 また、俗に言う ICD-11 のほうから協力要請がございまして、こちらに関しましても、

用語委員会メンバーが翻訳を行いまして、日本口腔科学会と協力体制をとって、現在作業

をしております。

 今後は、新しい用語が出てきたときに、今回は 10 年ぶりでございましたが、Web を利

用しながら新しい用語集を追補、後づけしていく方針をとっております。以上でございま

す。

○今井総務理事 ありがとうございました。

 続きまして、学術研究委員会担当の山本常任理事、お願いいたします。

○山本常任理事 ご報告いたします。学術研究委員会では、「集い」を例年行っており、

平成 30 年 8 月 29 日に第 34 回を開催いたしました。当日は総合的な観点から発表内容を

評価しまして、特に優秀な発表について 4 名、「優秀発表賞」を授与いたしました。

 ２つ目は、プロジェクト研究事業ですが、これは公募型の競争的資金であり、学術的か
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つ高度な研究結果を診療補修改定時の新技術導入の一助とすることを主眼としており、ま

た、歯科医療を変える cutting-edge 研究も選考対象とするものです。テーマ A、B につき

まして、各 2 題をプロジェクト研究課題として選考いたしました。

 ３つ目に、日本歯科医学会の記念事業としてふさわしいものとして、2040 年問題に向け

て、歯科はどのように展開していくのかというイノベーションロードマップを作成し、社

会に示すことが企画されました。テーマは「逆転の発想 2040 年への道標」で、専門分科

会ならびに認定分科会に依頼状を発出いたしまして、達成目標を項目ごとにご提示いただ

きました。平成 30 年度内は学術研究委員会プロジェクトチームで検討を重ね、令和元年

からは重点研究委員会で継続的に作成することとなっております。以上でございます。

○今井総務理事 ありがとうございました。

 それでは、学術講演委員会担当の関本常任理事、お願いいたします。

○関本常任理事 それでは、学術講演委員会のご報告を申し上げます。

 皆さんご承知のように、本学会と都道府県歯科医師会の共催形式で行ってまいりました

学術講演会は、平成 26 年度をもって発展的解消という位置づけで終了しております。そ

して平成 27 年度以降は、学術研究団体との連携のもとに、各種の学術の問題を捉えたフ

ォーラムやシンポジウムを行ってきましたが、平成 30 年度は 4 月 21 日に「あなたのアイ

デアを臨床へ─How to を学ぼう─」というのをテーマに置きまして、薬機承認を見据え

た基礎研究・トランスレーショナル研究・臨床研究の進め方、産学連携のあり方、治験の

実施等々について、事例を通じたシンポジウムを開催いたしました。以上です。

○今井総務理事 ありがとうございました。

 それでは、続きまして、専門・認定分科会資格審査委員会担当の井上副会長お願いいた

します。

○井上副会長 ご報告申し上げます。本学会では、専門分科会は 2 年に一度、認定分科会

は毎年加入・登録申請を受け付けております。平成 29 年度に専門分科会加入申請のあっ

た日本歯科スポーツ医学会、日本有病者歯科医療学会については、4 回の委員会、常任理

事会、理事会、評議員会の審議を経て、平成 31 年 4 月 1 日より、専門分科会に加入し、

本日理事の先生、また評議員の先生がご紹介された運びになっております。

 また、平成 30 年度は、4 つの学会が認定分科会に登録申請してまいりましたが、委員会

を 3 回、作業部会を 2 回開催いたしまして、最終的な結論としまして、その 4 つの学会と

も認定分科会への登録を「可」とする学会はございませんでした。その結果、現在、専門
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分科会は 25、認定分科会が 18 ということでございます。

 また、先ほど総務理事のほうから連絡がございましたが、令和元年からは、認定分科会

の資格更新も実施していくということが決定しております。 以上でございます。

○今井総務理事 ありがとうございました。

 歯科医療協議会担当の小林隆太郎常任理事、お願いいたします。

○小林（隆）常任理事 ご報告いたします。本協議会では、診療報酬改定における医療技

術評価提案書の取りまとめを行っております。次期、令和 2 年度改定に向けて各分科会よ

り提出された医療技術評価提案書のすべての記載内容を確認し、ブラッシュアップ作業を

行い、厚生労働省への提出のための準備を行っているところです。

 中長期的展望に立った歯科医療についての検討も重要課題であり、平成 30 年度は歯科

医療協議会に画像診断に係る検討ワーキングに加えまして、歯周病保険診療に係る検討ワ

ーキンググループを発足し、継続審議を行っております。

 また、関連する役目として、歯科医療の実態を把握し、中医協等関係方面における技術

評価に係る提案等に資することを目的とし、平成 8 年以降、5 度目となるタイムスタディ

ー調査を本年度中に実施する予定でおります。以上です。

○今井総務理事 ありがとうございました。

 続きまして、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担当の

栗原常任理事、お願いいたします。

○栗原常任理事 専門分科会および認定分科会が作成したガイドラインと歯科診療の現場

で広く活躍するように、平成 21 年に「日本歯科医学会・歯科診療ガイドライン ライブラ

リー」を本学会ホームページに設置しました。昨年ご案内いたしましたように、Minds に

収載するものは、Minds が直接評価するという方針に変わっておりますが、現在でも、そ

こにありますように、39 の「診療ガイドライン」ならびに 46 編の「その他の指針等」を

掲載しております。

 また、特にガイドラインにはなっていないが、その他の指針として取り扱うものの収載

につきましても、随時評価を行っておりますので、ぜひ掲載していただきますように、よ

ろしくお願いいたします。以上でございます。

○今井総務理事 ありがとうございました。

 資料は 26 ページから 27 ページに入ります。広報委員会担当の小林隆太郎常任理事、お

願いいたします。
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○小林（隆）常任理事 広報委員会です。本委員会において、本学会の最新活動を伝えて

いくためのホームページの見直しや、会員と会長相互間の意見交換のあり方、さらには各

分科会間の横のつながりを強化するための方策を検討しております。

 本学会の最新活動を学会長が定期的に発信する「学会長ご挨拶」や学会役員が持ち回り

で執筆する「四百字の唄」、一般の方や医療提供者に、本学会と所属分科会の活動を紹介

するための「What's new」などの新たな企画を立ち上げて、魅了あるホームページづくり

に鋭意取り組んでおります。

 また、オンラインジャーナル化した日本歯科医学会誌の閲覧率を向上するための方略を

多角的に、現在検討しているところであります。以上です。

○今井総務理事 ありがとうございました。

 続きまして、重点研究委員会担当の木本常任理事にお願いいたします。

○木本常任理事 それでは、重点研究委員会のご報告をさせていただきます。

 本委員会は学会執行部が主体性を持って行う研究テーマについて、検討を行ってまいり

ました。

 平成 25 年より、住友会長からご報告ございましたとおり、歯科医療関係者が子どもの

食の問題を正しく理解して、国民から求められる支援者になるための研さんを図るという

取り組みを行ってまいりました。昨年、平成 30 年 3 月に「口腔機能発達評価マニュアル」

を策定いたしまして、本学会ホームページ上に公開してございます。

 また、時を同じくしまして、平成 30 年 4 月の診療報酬改定において、新病名である口

腔機能発達不全症が認められたことで、それに対する管理料を算定できるようになってご

ざいます。

5 月 27 日に、これは歯科医療関係者を中心にいたしまして、口腔機能発達不全症の基本

的な概念だとか、口腔機能発達評価マニュアルの活用方法について、研修会を実施いたし

ました。

 これを受けまして、ちょうどその 4 カ月後になりますが、今度は一般の国民を対象とい

たしまして、これは、子どもの食べることへの問題への取り組みについての周知を図るこ

とといたしまして、公開フォーラムを実施してございます。この時点で、私ども歯科医療

従事者が口腔機能発達不全症に対する対応をきちんと理解し、また対応していけるような

体制をつくるということを目的として、実施させていただきました。

 そして、ここの資料には記載はありませんが、先ほど一般会務報告にございましたとお
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り、平成 31 年 3 月 31 日に、子どもの口腔機能発達の支援についてどのようなことが可能

であるのか、また、一連の医療対応について十分に考える必要から、研修会を実施いたし

てございます。ここでは食べることがメインですが、哺乳、離乳、そして恒温機能を含め

まして、多職種が連携することを目的として、言語発達も含めて、また授乳や離乳の問題

も含めて、保護者とともに子育てを考えるという形で、この研修会を実施いたしました。

 平成 30 年度末、この研修会をもちまして、この重点研究委員会の研究テーマは、ここ

で一旦終了いたしました。これに関連する今後の取り組みといたしましては、関連する専

門分科会等で、この事業を継続して検討していくということになってございます。以上で

ございます。

○今井総務理事 ありがとうございました。

 続きまして、歯科医療技術革新推進協議会、担当の櫻井常任理事、お願いいたします。

○櫻井常任理事 新歯科医療機器・歯科医療技術産業ビジョンというものは、5 年に一度、

本学会と日本歯科医師会、日本歯科商工協会の 3 団体でつくっております。次回は 2022

年に発行する予定です。本協議会では、本学会の専門分科会、認定分科会の学術大会・総

会の抄録集の中から、歯科医療技術として大きく展開できるものを委員が選定して、それ

を取りまとめております。以上です。

○今井総務理事 ありがとうございました。

 続きまして、研究倫理審査委員会ならびに利益相反委員会担当の松村副会長、お願いい

たします。

○松村副会長 研究倫理審査におきましては、日本歯科医師会と関連団体から提出される

案件についての研究倫理審査等を担当しておりまして、平成 30 年度は 4 件の審査を行っ

ております。

 下に記載してございますように、分科会に対して研究倫理審査委員会の設置を勧奨して

きたところですが、ほとんどの分科会で設置が完了という形になっております。ですから、

今日ご出席の先生方におかれましては、これから分科会に加入・登録申請をしようという

団体の役員をしておられましたら、それらの団体におかれましても、研究倫理審査委員会

の設置という計画をお願いしたいところでございます。

 なお、一番下の行に書いてございます地区歯科医師会会員主体の研究組織結成、これが

今、臨床研究でありますとか、各種調査で非常に盛んに行われておりまして、これに関し

ましては、本学会といたしましては、都道府県等の地元の大学の先生方との共同研究とい
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う形をお勧めするといったような助言を行っております。そのことによって、全国の大学

の研究倫理審査委員会におきまして、臨床研究が歯科口腔外科系で審査を受けられるとい

う体制になるものと考えております。

 それで、次のページの利益相反委員会は、研究倫理審査と表裏一体のものでございまし

て、こちらの分科会に対しては、委員会の設置等をお願いして、現在ほぼ完了していると

ころでございます。以上でございます。

○今井総務理事 ありがとうございました。

 続きまして、歯科医学教育・生涯研修協議会担当の宮脇理事、お願いいたします。

○宮脇理事 歯科医学教育・生涯研修協議会について、ご報告させていただきます。資料

の 28、29 ページに書いてあるとおりですが、本協議会では、日本歯科医師会の会員の先

生方の継続的な生涯研修システムを検討しておりまして、その内容としては、関連他職種

との連携、協働を通じて、地域包括システムの中で十分役割を果たしていくというための

システムを検討しているということで、具体的なことにつきまして、現在検討中というこ

とでございます。以上です。

○今井総務理事 ありがとうございました。

 では、最後に、顕彰審議会担当の古橋常任理事、お願いいたします。

○古橋常任理事 それでは、顕彰審議会のご報告を申し上げます。

 日本歯科医学会会長賞の授賞式が、平成 31 年 2 月 19 日開催の第 99 回評議員会で執り

行われ、7 名の方が受賞されました。29 ページに、受賞されました皆様のお名前を記載し

ておりますので、ご覧いただければと思います。

 以上でございます。

○今井総務理事 ありがとうございます。

 以上が、平成 30 年度の事業報告から各種委員会報告まで含めての事業報告となります。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 続きまして、（4）第 24 回日本歯科医学会学術大会報告を、松村副会長よりお願いいた

します。

○松村副会長 では、資料 30 ページをご覧ください。第 24 回日本歯科医学会学術大会の

関係報告でございます。

4 月 2 日に学術大会会頭以下三役とデンタルショーの関係者による打ち合わせ、また 5

月 21 日には、第 1 回大会記念誌担当チームの会議を開催しております。本学術大会記念
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誌は、その歴史に関わることを記念誌として編集を予定しており、担当を専門分科会であ

る日本歯科医史学会にお願いすることになりました。

 また、ここに記載はございませんが、5 月 24 日の段階で、本学術大会における併催の団

体に関わる取りまとめを行っております。現在までのところ、専門分科会 9 学会、認定分

科会 4 学会、関東地区の歯科医師会の合計 14 団体から、併催の希望をいただいておりま

す。今後、本学術大会準備委員会で手続を進めていくという予定になっております。以上

でございます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 続きまして、（5）会計現況報告を、古橋常任理事よりお願いいたします。

○古橋常任理事 それでは、31 ページ、資料番号 5、平成 31 年度学会会計収支計算書、

会計現況報告をご覧ください。

 これは平成 31年 4月 1日から4月 30日までの 1カ月間の会計現況でございます。なお、

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、ご了承いただきたいと思い

ます。

 まず、事業活動収入ですが、1 万 6,000 円でございます。これは特定資産運用収入のみ

でございまして、運用収益として 1 万 6,000 円、執行率 100％でございます。

 続きまして、事業活動支出ですが、事業費支出は 81 万 7,000 円余で、執行率は 0.8％で

ございます。主な支出項目につきましては、調査関係費支出は 1 万円余で、執行率は 0.2％

となっております。これはタイムスタディーワーキンググループに対する打ち合わせ会開

催の旅費でございます。

 内外渉外費支出は 10 万円の執行率で、執行率は 5.6％となっております。主な支出内容

は、各分科会総会、学術大会の出席に伴う出張旅費およびお祝い金でございます。

 続きまして、人件費支出は 70 万 6,000 円余で、執行率は 6％となっております。これは

職員の諸給与および社会保険料等に係る支出でございます。

 次に、管理費支出は 135 万 9,000 円余で、執行率 3.3％となっております。支出項目と

いたしましては、会議費支出 42 万 8,000 円余で、執行率は 1.8％、それから事務費支出は

93 万 1,000 円余で、執行率は 5.2％となっております。

 続きまして、他会計への繰入金支出は未執行でございます。従いまして、事業活動支出

の合計は 217 万 6,000 円余で、執行率は 1.4％となっております。よって事業活動収支差

額はマイナス 216 万円余でございます。
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 続きまして、次のページをお開きいただきたいと思います。平成 31 年度第 24 回日本歯

科医学会学術大会会計収支計算書でございます。学会会計と同様の期間の現況報告でござ

います。

 まず、事業活動収入は未執行でございます。続きまして、事業活動支出でございますが、

事業費支出は大会準備費支出、大会運営費支出、事後処理費支出ならびに広告取扱手数料

支出で、名目予算計上で動きはございません。

 次に、管理費支出は 2 万円余の執行で、執行率は 0.2％となっております。主な支出項

目は大会準備費支払いで、日本デンタルショー2021 関係者との打ち合わせを開催したこと

による旅費でございます。他会計への繰入金支出は、科目存置でございます。従いまして、

事業活動支出の合計は 2 万円余となっております。よって、事業活動収支差額はマイナス

2 万円余でございます。

 以上、ご報告申し上げます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 続きまして、（8）日本学術会議報告を、日本学術会議歯学委員会委員長の丹沢秀樹先

生よりお願いいたします。

○丹沢日本学術会議歯学委員会委員長 いつもお世話になっております。

 学術会議では、大型研究費のマスタープランを作成するために、今、審査をしているん

ですけれども、歯学分野のプランに関しましては、大型研究計画として、優先的に先に認

められましたので、マスタープランへの計画書を出すときに、その中に入ることが決まり

ました。本当にありがとうございました。以上でございます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 続きまして、（9）その他の報告事項について、執行部よりご報告はございますか。

○今井総務理事 特にございません。

○議長（矢島安朝君） 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方は挙手をしていただき、議長が指名いたしますので、

最初に議席番号とお名前を述べていただいてから、ご発言をお願いいたします。

 それでは、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。

 よろしいでしょうか。ご質問はないようですので、以上をもちまして、「日程 5．報告」

は終了いたしました。
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◯議事

○議長（矢島安朝君） 続きまして、「日程 6．議事」に移ります。

○第１号議案 平成 30 年度学会会計収支決算

○議長（矢島安朝君） 「第 1 号議案 平成 30 年度学会会計収支決算」を議題といたし

ます。

 それでは、「第 1 号議案 平成 30 年度学会会計収支決算」の提案説明を、古橋常任理

事よりお願いいたします。

○古橋常任理事 それでは「第 1 号議案 平成 30 年度学会会計収支決算」でございます。

まず、本決算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

の審議ならびに審査を経まして、6 月 13、14 日に開催されます日本歯科医師会の第 190

回定時代議員会において、審議、可決といった手続を踏まなければなりません。従いまし

て、その審議の経過の中で、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

ことをお認めいただきたいと存じます。

 それでは、決算についてご説明を申し上げます。

 通しページ 35 ページでございます。

 これは、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの学会会計収支計算書でござ

います。現況報告と同様に、款・項の項目表示は省略しておりますので、ご了承いただき

たいと思います。

 まず、事業活動収入の合計は 715 万円余でございます。特定資産運用収入は、運用収益

として 1 万 6,000 円、また専門・認定分科会分担金収入は 360 万円、広告収入は 179 万円

余でございます。受託金収入は 117 万円余で、これは厚生労働省から受託した事業である

「歯科診療における院内感染対策に関する検証等」事業、「歯科用ハンドピース等の滅菌

方法等に関する検証等」事業に係る受託金収入でございます。

 （5）雑収入は 56 万円余でございます。これは定期預金、普通預金の利息収入、それか

ら学術著作権協会からの複写使用料、出版者著作権管理機構からの著作権使用料でござい

ます。他会計からの繰入金収入については、学会会計の前期繰越収支差額を充当いたしま

すので、一般会計からの繰入金収入は未執行となっております。

 続きまして、事業活動支出ですが、事業費支出の合計は、予算額 9,039 万円余に対して、

支出額が 8,145 万円余で、執行率 90.1％となっており、おおむね良好な執行状況でござい
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ます。

 主な支出項目につきましては、学会最高の顕彰である学会会長賞に係る予算措置であり

ます会員顕彰費支出は 212 万円余の執行で、執行率 99.2％でございます。

 会誌関係費支出は学会誌第 38 刊の発行に伴う予算措置でありますが、244 万円余で執

行率 97.9％でございます。

 英文雑誌関係費支出は、オンラインジャーナルとして刊行している英文雑誌に係る予算

措置でありますが、853 万円余で執行率 95.0％になっております。

 歯科用語関係費支出は 755 万円余の執行で 100.6％の執行率でございます。日本歯科医

学会学術用語集の改訂版を、平成 30 年 12 月 25 日に 500 部発行しております。

 学術研究関係費支出は 2,121 万円余でございまして、執行率 83.8％となっております。

これはプロジェクト研究課題に対する研究費に加え、執行部主導研究課題である「2040

年への歯科イノベーションロードマップ」研究課題を申請した 27 学会に対する助成費、

そして集い開催に係る費用、また重点研究委員会等の会議開催に伴う旅費が主な支出内容

でございます。

 次に、学術講演関係費支出は 78 万円余で、執行率 21.6％となっております。学術後援

会開催に伴う旅費でございます。

 専門分科会等助成金支出は、2,220 万円余の執行で、執行率は 100％でございます。こ

れは 23 の専門分科会および 20 の認定分科会へ予算措置どおりの助成金を支出いたしてお

ります。

 次に、関係団体委託金支出は 74 万円の執行で、執行率は 100％でございます。JADR

への委託金および学術著作権協会会費による支出でございます。

 調査関係費支出は 138 万円余の執行で、執行率 38.5％となっております。主な支出内容

は歯科医療協議会、歯科医療技術革新推進協議会等の会議開催に伴う旅費でございます。

 続きまして、内外渉外費支出は 197 万円余の執行で、執行率 70.2％となっております。

主な支出内容は、各分科会総会、学術大会への出席に伴う出張旅費およびお祝い金、ミラ

ノで開催されました ISO/TC106 会議の代表派遣費でございます。

 学会関係資料収集作成費支出は 3,000 円余、雑支出は 82 万円余でございます。

 広告取扱手数料支出は、日本歯科医学会雑誌の広告掲載に係るものですが、予算額 16

万円余に対し、支出額が 28 万円余となっております。執行率は 169.7％となっております

が、これは平成 29 年度と平成 30 年度の 2 年分の取扱手数料を計上したことに伴い、予算
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超過となったものでございます。

 また、人件費支出は、予算額 913 万円余に対し、支出額が 1,136 万円余となっておりま

す。執行率は 124.4％でございます。職員の諸給与および社会保険料等に係る支出でござ

います。

 次に、管理費支出でございます。予算額 3,768 万円余に対し、3,066 万円余の執行で、

81.4％の執行率でございます。おおむね良好な執行状況と考えております。

 主な支出項目といたしまして、会議費支出は予算額 1,962 万円に対し、1,562 万円余の

執行で 79.6％の執行率となっております。

 会議費支出における評議員会議費支出は、予算額 410 万円余に対し、670 万円余でござ

いまして、執行率 163.4％となっております。これは会議 1 回開催の予算措置に対し、2

回の評議員会を開催したことに伴う支出の増でございます。

 また、専門医制協議会費支出、広報委員会費支出、研究倫理審査委員会会費支出および

利益相反委員会費支出につきましては、メール会議等の対応で、会議未開催により予算は

未執行となっております。

 続きまして、事務費支出ですが、予算額1,756万円余に対して、1,476万円で執行率84.0％

となっております。

 事務費支出における人件費支出は、予算額 738 万円余に対し、842 万円余の執行で、執

行率 114％となっております。これは主に、当該職員の時間外労働の増加に伴う残業手当

の増によるものでございます。

 会員管理費支出は、予算額 148 万円に対し、163 万円余でございまして、執行率 110.2％

となっております。これは外部委託している会員管理に関する業務量が、分科会の会員数

の増によりアップしたため、委託費が増額となったものでございます。

 また、ホームページ運用関係費支出は、予算額 266 万円余に対し、2 万円余の執行で、

0.8％の低執行率となっております。これは可能な範囲で、事務的に適宜ホームページを更

新するなど、経費節減に努めた結果でございます。

 さらに、平成 30 年度は日本歯科医学会のホームページのリニューアルを予定しており

ましたが、日本歯科医師会のホームページのクラウド移行を検討したことに伴い、リニュ

ーアルを見送ったことが大きな理由でございます。

 続きまして、他会計への繰入金支出は 1,162 万円余で、執行率 102.6％となっておりま

す。一般会計への繰入金支出と日本歯科医学会学術大会会計への繰入金支出から構成され
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ており、良好な執行となっております。

 従いまして、事業活動支出の合計は 1 億 2,374 万円余でございます。事業活動収支差額

は、マイナス 1 億 1,658 万円余となっております。

 次に、投資活動収支の部、財務活動収支の部ですが、これは名目計上となっております。

 予備費支出は、当期収支差額がマイナス 1 億 1,658 万円余となったことから、前期繰越

収支差額の 5 億 4,222 万円余から差し引いた、次期繰越収支差額は 4 億 2,563 万円余とな

っております。

 ご審議、ご承認のほどよろしくお願いいたします。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 それでは、「第 1 号議案 平成 30 年度学会会計収支決算」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。いかがでしょうか。

 それでは、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存じます。ご異議

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◯議長（矢島安朝君） 異議がないようですので、採決いたします。

 「第 1 号議案 平成 30 年度学会会計収支決算」にご賛成の方は挙手を願います。

（賛成者挙手）

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。賛成多数。よって「第 1 号議案 平成

30 年度学会会計収支決算」は可決確定いたしました。

○第 2 号議案 平成 30 年度第 24 回日本歯科医学会学術大会会計収支決算

○議長（矢島安朝君） 続きまして「第 2 号議案 平成 30 年度第 24 回日本歯科医学会学

術大会会計収支決算」を議題といたします。

 それでは、「第 2 号議案 平成 30 年度第 24 回日本歯科医学会学術大会会計収支決算」

の提案説明を、古橋常任理事よりお願いいたします。

○古橋常任理事 それでは、「第 2 号議案 平成 30 年度第 24 回日本歯科医学会学術大会

会計収支決算」について、ご提案申し上げます。

 第 1 号議案と同様に、この第 2 号議案につきましても、先ほど申し上げました日本歯科
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医師会の手続等を経なくてはならないことをご承認いただきたいと思います。

 それでは、ご説明を申し上げます。資料をお開きいただきたいと思います。38 ページに

なります。

 これは、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの第 24 回日本歯科医学会学

術大会会計収支決算でございます。

 まず、事業活動収入でございます。他会計からの繰入金収入として、学会会計からの繰

入金収入の 1,000 万円が予定どおり執行されております。雑収入と合わせ、事業活動収入

の合計は 1,000 万 69 円でございます。

 続きまして、事業活動支出のうち、事業費支出は大会準備費支出、大会運営費支出、事

後処理費支出ならびに広告取扱手数料は、名目予算計上で動きはございません。

 次に、管理費支出の合計は、予算額 954 万円余に対し、支出額が 329 万円余、執行率

34.5％となっております。

 主な支出項目につきましては、会議費支出は、常任委員会 2 回、学術部会 1 回およびそ

の他打ち合わせ 2 回を開催した費用ですが、257 万円余の執行で、68.3％の執行率でござ

います。

 事務費支出は 2 万円余ですが、翻訳料等を支出いたしております。

 通信費支出は電話による支出が主なものですが、60 万円支出いたしておりまして、執行

率 71.4％となっております。

 旅費交通費支出、印刷費支出、広報費支出および渉外費支出は、学術大会初期の準備段

階であることから、未執行となっております。

 雑支出は、役員・委員等の会務に係る傷害保険料を 10 万円執行いたしております。執

行率 13.3％でございます。

 他会計への繰入金支出は、科目存置でございます。

 従いまして、事業活動支出の合計は 329 万円余でございます。事業活動収支差額は 670

万円余となっております。

 次に、投資活動収支の部、財務活動収支の部は名目計上となっております。

 予備費支出は、当期収支差額が 670 万円余であり、次期繰越収支差額は同じく 670 万円

余となります。ご審議、ご承認のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 それでは、「第 2 号議案 平成 30 年度第 24 回日本歯科医学会学術大会会計収支決算」
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に対するご質問をお受けいたします。

 ご質問のある方は、挙手を願います。よろしいでしょうか。

 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

んか。

（「異議なし」の声あり）

◯議長（矢島安朝君） ご異議ないようですので、採決いたします。

 「第 2 号議案 平成 30 年度第 24 回日本歯科医学会学術大会会計収支決算」にご賛成の

方は挙手を願います。

（賛成者挙手）

○議長（矢島安朝君） ありがとうございます。賛成多数。よって「第 2 号議案 平成 30

年度第 24 回日本歯科医学会学術大会会計収支決算」は可決確定いたしました。

○第 3 号議案 日本歯科医学会役員（学会会長）選挙

○議長（矢島安朝君） 続きまして、「第 3 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が、場内整理をここで行いたいと思います。10 分間の休憩をここ

でとらせていただきます。3 時 30 分まで休憩といたします。よろしくお願いいたします。

（休憩）

○議長（矢島安朝君） 休憩を解き、会議を再開いたします。ご着席をよろしくお願いい

たします。今、事務局が皆様が全員ご着席しているかどうか確認しております。

 それでは、まず、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、委員長の清水典佳先生でございます。続きまして、副委員長の深井穫博先生でご

ざいます。続きまして、委員の山本雄嗣先生でございます。続きまして、委員の村岡宜明

先生でございます。続きまして、委員の瀬古口精良先生でございます。

 また、選挙に関する事務を円滑に運営するに当たりまして、選挙管理会委員の補佐とし

て、事務局が選挙管理業務に関わりますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。

 それでは、「第 3 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

今井総務理事よりお願いいたします。
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○今井総務理事 40 ページですが、「第 3 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申し上げます。

 現役員の任期は、令和元年 6 月 30 日をもって満了いたしますので、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、令和元年 7 月 1 日より令和 3 年 6 月 30 日までとなりま

す。

 以上、提案理由の説明を終わります。

○議長（矢島安朝君） 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 条の規定ならびに同規程取扱い内規第 2 条の規定に基づいて

執り行いたいと存じます。

 これより学会役員（学会会長）選挙を開始いたします。日本歯科医学会選挙取扱い内規

第 20 条の規定により、ここで議場を閉鎖します。選挙管理会委員は、議場の閉鎖を行っ

てください。

(議場閉鎖)

○議長（矢島安朝君） ただいま議場を閉鎖しておりますので、報道関係の方は議場の外、

または後方の傍聴席にご移動をお願いいたします。

 よろしいでしょうか。ただいま議場閉鎖いたしましたが、議場の中の方で、やむを得ず

退出される場合は、選挙管理会委員の指示に従って行動してください。なお、退出する際、

選挙管理会委員に名札をお渡しください。

 それでは、日本歯科医学会選挙取扱い内規第 20 条の規定により、出席者の数を確定す

るため、氏名点呼を行います。事務局お願いいたします。

（事務局氏名点呼）

○議長（矢島安朝君） ただいま事務局より報告がありましたとおり、評議員総数 68 名、

出席評議員 68 名で、欠席はなしでございます。

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

ます。30 番、藤井評議員、65 番、渡邊評議員、以上 2 名の評議員の先生方にお願いいた
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します。

 続きまして、選挙取扱い内規第 21 条の規定により、投票および開票立会人 3 名を慣例

により議長より指名させていただきますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（矢島安朝君） ありがとうございます。それでは、議長から指名させていただき

ます。20 番、倉林評議員、22 番、山﨑評議員、62 番、田所評議員、以上 3 名の評議員の

先生方にお願いいたします。後ほどご登壇いただきます。

 これからの学会役員（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。ご登壇のほうお願いします。

○清水選挙管理会委員長 選挙管理会委員長の清水でございます。

○深井選挙管理会副委員長 副委員長の深井でございます。

○清水選挙管理会委員長 皆様ご協力のほど、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選挙の

選挙管理業務を執り行います。

 ここで、選挙管理会より選挙の留意事項を申し上げます。選挙取扱い内規第 2 条により、

選挙権の行使は理由の如何を問わず、委任は認めません。また、開票集計作業は、1 票ず

つの票の読み上げ、および集計票に「正」の字を記入する作業は行いませんので、ご了承

いただきたく存じます。

 それでは、ただいまより学会会長選挙を執り行います。

 候補者は、所定の席におつきください。

 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）立候補の

届出期間となりました平成 31 年 4 月 11 日（木）から 4 月 17 日（水）までの土曜日、日

曜日を除く、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。

 ここで議長に報告いたします。会長候補者は、佐々木啓一先生、住友雅人先生、以上の

2 名であります。よって、学会会長選挙の候補者は 2 名となり、選挙は投票により選出す

ることになります。

 また、選挙管理会は、候補者 2 名について選挙取扱い内規第 4 条に規定する資格審査を
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行いました結果、会長候補者として適格者であることを確認しております。

 それでは、選挙演説に当たって留意事項を説明いたします。

 候補者の演説は、選挙取扱い内規第 16 条第 1 項により、おのおの 3 分以内といたしま

す。30 秒前に予鈴、3 分の時点で本鈴のベルを 1 回だけ鳴らします。ベルが鳴りましたら、

速やかに演説を終了させてください。

 演説の順序は、選挙取扱い内規第 16 条第 2 項の規定により、届出順とし、候補者の演

説を行います。

 それでは、候補者の演説を行います。候補者、佐々木啓一先生、候補者演説をお願いい

たします。ご登壇ください。

○佐々木啓一候補者 佐々木です。このような機会を与えていただきまして、ありがとう

ございます。また、住友会長をはじめ、現執行部の先生方のこれまでの機構改革、保険収

載の充実等へのご尽力に感謝申し上げます。

 皆様ご承知のように、今、社会の変革は急速です。私は、これまでの歯科医学会活動を

より加速するとともに、今、社会から、そして歯科界から求められている活動をアドオン

し、グレードアップしていきたいと危機感を持って考えています。

 先週、ある世界的な医療系大企業のイノベーションセンター開所式に招かれました。そ

の席で、政府そして企業の方々が、Society5.0 や超高齢社会へ向けた保険・医療・福祉の

施策展開は、これまでの 4 倍速で進めていると言っておられました。歯科界がこれらの動

きに対応し、これまで以上のプレゼンスを示すには、今、まさに時間との闘いとなってい

ます。

 幸いにも医療界を含めて、社会からの口腔への関心が高まっていますし、各分科会はこ

れらへ対応し得る有用なシーズならびにデータを多々有しています。各分科会の枠を超え、

日本歯科医師会とともに、これらをうまく取りまとめ、厚生労働省など関係機関に打ち込

むことが待ったなしの状況です。これはアカデミアの代表たる日本歯科医学会のみができ

ることです。

 そして、これらをタイムリーに行うことが、歯科界全体の活性化、医療制度への展開に

つながります。私は、これまで AMED などの政府系プロジェクトや各種審議会に参加さ

せていただき、関係省庁への発信に努めてきました。保険に関しましても CAD/CAM 等は

先進医療から、そして嚥下補助床各種検査等はガイドライン策定から保険収載へつなげ、

その後に適用拡大する道を拓いてきました。
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 これらから学んだことを、皆様と共有し、歯科界のために尽くしたいと考えています。

私が現役学部長であることにご懸念を抱いている先生方もいらっしゃると存じますが、東

北大学では 63 歳ですべての役職から外れます。私はすぐ 63 歳になりますので、今、引き

継ぎを行っているところで、今後は本学会の活動に全力を尽くすことができます。逆に、

現職教授の利を生かし、この時期だからこそできる肩書、人脈をフルに活用した効果的な

ロビー活動も行えるものと思っています。ご理解を賜れれば幸いです。ありがとうござい

ました。（拍手）

○清水選挙管理会委員長 続いて、候補者住友雅人先生、候補者演説をお願いいたします。

ご登壇ください。

○住友雅人候補者 皆様こんにちは。住友雅人でございます。

 本日は井戸掘り職人のお話をいたします。ある土地で井戸を掘って、飲み水を確保しよ

うということで、その土地の所有者が井戸掘り職人に依頼しました。まずは、水脈の発見

です。幸いにも大きな水脈がありました。水が汲み上がってきましたが、井戸掘りという

のは、これで終わりではありません。この後、井戸の管理や資材はどうするのか、井戸掘

りの技術も伝えるのかなど、井戸を掘るといっても、その仕上げをどこまで持っていくの

か。それは実際に請け負った井戸掘り職人にしか決められないものがあるのだと思います。

終えるタイミングは難しいものです。

 さて、今日、国も政府も日本医師会も、もちろん、日本歯科医師会、そして日本歯科医

学会も、こぞって健康寿命の延伸をスローガンに掲げています。人口急減超高齢化の時代

に突入し、高齢者を支える世代の減少が社会問題として叫ばれているのです。その対応と

して、いわゆる元気な高齢者を増やし、医療費や介護費支出を少なくしようという目標が

あります。それだけではありません。皆様ご存じのように、元気な高齢者を人口急減で不

足した労働力を補完し、社会における戦力として活用する目的もあります。定年も延長さ

れました。

 私は、今から 26 年前の平成 5 年に、日本歯科医師会の準会員となって、平成 17 年から

は麹町歯科医師会、東京都歯科医師会、日本歯科医師会の正会員として、継続して会費を

払う形でサポートしています。68 歳のいわゆる高齢者になってから、今日までの 6 年間は、

学会会長という役職でもサポートしてまいりました。

 現在 74 歳ですが、これまで入院したことはありません。まだ、気力、体力はあるつも

りです。6 年間熱心に井戸掘りを続けた者として、あと 2 年で完遂されるべき目標が見え
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ているという自負もあります。日本歯科医師会の内部組織であるとはいえ、70 年の歴史の

ある日本歯科医学会において、現在の健康寿命の平均 72 歳を延伸している高齢者を、会

長として学会運営に従事させるというのは、まさに社会が目指すスローガンの実践であり

ます。

 評議員の皆様方が、私の 6 年間の運営をプラスと評価し、あと 2 年の延長を認めていた

だければ、日本歯科医学会の運営に引き続き十分な時間を充てて、取り組んでまいります。

ご支持のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。（拍手）

○清水選挙管理会委員長 ありがとうございました。

 以上で、候補者の演説はすべて終了いたしました。

 これより投票に入ります。選挙管理会委員は、所定の配置についてください。

 また、先ほど議長より指名されました 3 名の立会人の方々はご登壇ください。

 立会人の役割については、座席の上に配付してありますので、ご一読ください。

 それでは、投票に当たっての留意事項を説明いたします。

 ただいまから説明する内容を、十分にご理解いただきたく存じます。

一、選挙取扱い内規第 19 条第 3 項により、選挙は単記無記名の投票といたします。

一、選挙取扱い内規第 23 条第 1 項により、投票が開始された時は、演説や討論をし、

もしくは喧騒にわたり、または投票に関し、協議もしくは勧誘をし、その他選挙の秩

序を乱さないようお願いいたします。

一、選挙取扱い内規第 23 条第 2 項により、前項の規定に抵触するような行為があった

場合は、議長はこれを制止し、また退場させることができることになっております。

一、選挙取扱い内規第 26 条の規定により、次の投票は無効といたします。

   正規の投票用紙を用いないもの。

   候補者以外の氏名を記載したもの。

   複数名の氏名を記載したもの。

   被選挙権のない者を記載したもの。

   他事を記載したもの。ただし敬称の類はこの限りではありません。

   何人を記載したのかを確認し難しいもの。

なお、白票については無効票として取り扱います。

  また、学会会長選挙は、選挙取扱い内規第 27 条第 1 項の規定により、有効投票の最

多数を得た者をもって当選者といたします。得票数が同じときは、議長は議場に諮り、く
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じで当選を定めることができます。

 次に、投票方法についてご説明申し上げます。

 まず、事務局より評議員の氏名の読み上げを行います。投票所の混雑を防ぐため、5 名

ずつお呼びいたします。お名前を呼ばれましたら、評議員の先生方からみまして、舞台正

面に向かって左側から登壇してください。投票用紙は投票用紙交付係が手渡しいたします

ので、必ず交付係にご自身の氏名を告げてから受け取ってください。立会人、正・副議長

も氏名の読み上げ順に従って投票してください。または推薦者で評議員の方も、その順序

に従って投票してください。

 以上で、投票に関する留意事項の説明を終わります。投票が円滑に執り行われますよう、

皆様のご協力をお願い申し上げます。

 それでは、これより投票箱の検査をいたします。選挙管理会委員の先生方は、投票箱の

検査をお願いいたします。

（投票箱検査）

○清水選挙管理会委員長 それでは、これより投票に入ります。

 事務局、氏名の読み上げをお願いいたします。

（事務局氏名点呼）

○清水選挙管理会委員長 皆さん、投票漏れはございませんでしょうか。

 よろしいでしょうか。それでは、ないものと認めます。

 議長にご報告いたします。学会会長選挙の投票は終了いたしました。

○議長（矢島安朝君） ただいま選挙管理会委員長からご報告のありましたとおり、学会

会長選挙の投票は終了いたしました。これ以後の投票は認めません。

 それでは、選挙取扱い内規第 24 条の規定により、投票箱を閉鎖いたします。選挙管理

会は投票口を塞いでください。

○清水選挙管理会委員長 それでは、これより開票を行います。

 開票、得票記入、得票記入の確認を担当されます選挙管理会委員は登壇してください。

なお、立会人の方々は票を確認する際、票には決してお触れにならないよう、お願いいた

します。それでは、開票作業をお願いいたします。
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（開 票）

○清水選挙管理会委員長 ただいま開票作業が終了いたしました。

 続いて票の集計を行います。選管委員は票の集計をお願いします。立会人は票に触れず

にご確認をお願いいたします。

（集 計）

○清水選挙管理会委員長 議長にご報告いたします。投票者総数 68 名、投票総数 68 票、

うち有効票数 67 票、無効票数１票、

      佐々木 啓 一 22 票

      住 友 雅 人 45 票

以上でございます。

○議長（矢島安朝君） ただいま選挙管理会委員長からご報告がありましたとおり、佐々

木先生 22 票、住友先生 45 票でございました。

 次期日本歯科医学会会長は、住友雅人先生に決定いたしました。（拍手）

 なお、当選者のご挨拶は後ほど頂戴いたします。

 候補者の方々、それぞれもとの席にお戻りください。立会人の方々は評議員席へ、選挙

管理会委員は控席へお戻りください。ありがとうございました。

 よろしいでしょうか。

 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いたします。

（賛成者挙手）

◯議長（矢島安朝君） 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。

 引き続きまして、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
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会規程第 6 条第 3 項の「各号に規定する者をもって充てる。ただし評議員の承認を要する」

ことになっております。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

ろしいかどうかを、ここにお諮りいたします。ご賛成の方、挙手をお願いいたします。

（賛成者挙手）

◯議長（矢島安朝君） 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。

 これにて、「第 3 号議案 日本歯科医学会役員（学会会長）選挙」の管理業務はすべて

終了いたしました。それでは、議場閉鎖を解きます。

（議場開鎖解除）

◯議長（矢島安朝君） 清水委員長をはじめ、選挙管理会の先生方、本当にありがとうご

ざいました。

○清水選挙管理会委員長 皆様の絶大なる協力によりまして、役員選挙の管理業務を無事

遂行することができました。誠にありがとうございました。

○議長（矢島安朝君） それでは、ここで当選されました次期学会会長の住友雅人先生か

ら、ご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。

 なお、後日、選挙管理会から当選証書をお渡しいたします。それでは、次期会長の住友

先生、よろしくお願いいたします。

○住友会長 今回のご支持、心からお礼申し上げます。最初の立候補よりも厳しい選挙で

ございました。

 次の 2 年間で取り組むことは決まってございますので、明日から早速準備に入ります。

既に日本歯科医師会会長は、予備選挙で内定しております。次期については、日本歯科医

師会とは強い連携のもとに、歯科を通して社会に貢献してまいります。

 今回の候補者演説に少し自分の気持ちを入れました。井戸掘り職人の話です。この演説

の中に「堀」「堀」と会長名を数多く入れておきました。改めて、本日のご支援、ご支持に

厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いいたします。
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（拍手）

○議長（矢島安朝君） 住友会長、ありがとうございました。

 以上をもちまして、「第 3 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。

 これをもちまして、すべての議事は終了いたしました。

◯協議

○議長（矢島安朝君） 引き続き、これより「日程 7．協議」に入ります。

 （1）学会会務運営について、今回、日本歯科医学会への質問および要望等について、

各評議員へ事前質問をお受けしたところ、質問はございませんでした。

 その他ご質問がございましたらお受けいたします。ここでご質問のある方は、挙手を願

います。いかがでしょうか。

○佐藤評議員 日本歯科医学会会務全般に関する質問を一応出しましたが、丁寧な回答を

いただいたので、この会に諮るまでもないと思いました。

 それから、もう一点ですが、一般会務報告で、各種委員会の報告はよくわかりましたが、

これに関しましては、ホームページ等を見ても担当役員、委員長、委員にどのような方が

いらっしゃるか、今日の資料でも委員はどのような方がいらっしゃるのかわからないので、

そういうのもまた公開していただけるとよりいいと思いますし、もちろん理事会等の資料

には出ていると思うのですが、直接ホームページで公開していただくと、よりいいかなと

思いますので、ぜひよろしくお願いします。

○議長（矢島安朝君） 執行部、よろしくお願いします。

○今井総務理事 貴重なご意見を賜りました。できる限り、ご要望に応えるように努力し

てまいります。

○議長（矢島安朝君） そのほか、ご質問、ご要望等はございますでしょうか。

 どうぞ。

○佐久間評議員 先ほど、住友先生が資料として会長報告をお配りになりまして、読ませ

ていただきましたが、役員派遣のところで、平成 30 年度の役員派遣では、日本歯内療法

学会で九州に来ていただいています。それが抜けておりましたので、ぜひ加えておいてい

ただければ助かると思います。よろしくお願いします。

○住友会長 私の確認が悪かったと思います。事務局に任せているわけですけれども、私
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が最終的に確認しなければ会長報告になりません。大変申しわけございませんでした。

 次回は、しっかりと太字で入れるようにしたいと思います。ありがとうございました。

○議長（矢島安朝君） よろしくお願いいたします。

 そのほか、ご質問、ご要望等ございませんでしょうか。

 執行部は 36 番の佐藤評議員のご意見は、以前も同じような形でご発言されたような記

憶がございます。

○今井総務理事 これにつきましては、あらかじめ、私のほうから先生のほうへお返事を

いたしました。質問というよりは、ご要望という内容でしたので、その内容について詳細

に記載しご返答申し上げたところです。

 以上です。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 よろしいでしょうか。

 それでは、（2）その他といたしまして、ほかに執行部からのご提案、ご意見等はござ

いますでしょうか。

○今井総務理事 特にございません。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございます。

 評議員の皆様からのご提案、ご意見等はございますでしょうか。

 ないようでございます。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 100 回臨時評議員会の全日程の審議はすべて終了いたしました。

会議の議事運営に、皆様のご協力とご理解を賜り、円滑なる議事の進行を図れましたこと、

深く感謝申し上げます。

◯閉会の辞

○議長（矢島安朝君） それでは、閉会の辞を井上副会長にお願いいたします。

○井上副会長 皆様、長時間にわたりまして、慎重なご審議を賜りまして、誠にありがと

うございました。平成 30 年度の会計収支決算ならびに平成 30 年度第 24 回日本歯科医学

会学術大会会計収支決算、いずれも慎重審議の上、ご承認いただきました。誠にありがと

うございます。

 また、次期学会会長も選出され、7 月からは新執行部のもとと申しましても、4 期目と

なりますが、会務が運営される運びとなりました。
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 本学会の会務運営は、財務基盤が確立された中で、順調に進められ、また事業計画に基

づいた有意義かつ適正な事業の継続、推進が求められております。

 日本歯科医学会は、日本歯科医師会の内部学会でございますので、ぜひとも日本歯科医

師会に入会していただきたいということを、日本歯科医師会から強く要望されております。

何とぞよろしくお願いいたします。

 私どもも新たに 2 年の船出となりますけれども、住友執行部が 8 年の間にいい方向に向

かって、若い世代にバトンタッチができるように尽力に努めて参るということになるのか

と思います。大変貴重な時間を割いていただきましたこと、改めて感謝申し上げます。

 閉会の辞とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。（拍手）

午後 4 時 25 分閉会

第 100 回臨時評議員会

            議事録署名人    藤   井   一   維   ㊞

               同       渡   邊   公   人   ㊞


