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日本歯科医学会第 86回評議員会議事録 

 

○日 時 平成 23 年 7 月 19 日（火） 

     午後 2 時開会、同 3 時 42 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 52 名 

            役 員 学会会長    江藤一洋 外 23 名 

 

    ○会議の成立 

○栗原総務理事 皆様、大変お待たせいたしました。定刻になりましたので、ご着席をよ

ろしくお願いいたします。 

 評議員の先生方におかれましては、お忙しいところ、また天候の悪いところをご参集を

いただきまして、まことにありがとうございます。それでは、仮議長が選出されるまでの

間、私、この 4 月から総務理事を拝命しております栗原でございますが、評議員会の司会

進行役を務めさせていただきますので、なにとぞよろしくお願いいたします。 

 最初にご案内申し上げますが、去る平成 23 年 1 月 21 日開催の第 85 回評議員会におき

まして、本学会会長に江藤一洋先生が再選されました。その際に学会副会長、ならびに理

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

推薦のございました先生を理事にご指名させていただくことをご了承いただいております。

本日は、ご指名させていただいた先生方のご紹介を後ほど行うことになっておりますので、

お含みおきいただきたいと存じます。 

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

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

ご自分のお名前を呼ばれましたら、大変恐縮ではございますが、ご起立いただきたいと存

じます。それではこれから「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） 

○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 53 名、欠席評議員

7 名、以上でございます。 

○栗原総務理事 ありがとうございます。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 名中、出席評議員 53 名、欠席評議員 7 名、以上でございます。したがいまし
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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

86 回評議員会を開会いたします。 

 なお本日、予備評議員の方々が出席されておられます。3 番、五十嵐評議員、10 番、藤

内評議員、12 番、清水評議員、13 番、中村評議員、15 番、鶴本評議員、35 番、植松評議

員、55 番、中道評議員、59 番、伊地知評議員でございます。以上の方々は、事前に通知

があり、事務手続きが済んでおりますことをご報告申し上げます。 

    ○開会の辞 

○栗原総務理事 それでは日程に従いまして「開会の辞」を佐藤副会長にお願いいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

○佐藤副会長 本日は公務ご多忙のところ、また大型台風 6 号の接近状況にありまして、

大変慌ただ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。 

 日本歯科医学会第 86 回評議員会は、第 3 次江藤執行部が発足して最初の定例評議員会

でございます。評議員の先生方には、これより 2 年間、日本歯科医学会の運営の核として

ご尽力いただくわけですが、現在歯科界を取り巻く厳しい環境下、喫緊に解決すべき問題

が山積しております。このような混沌とした時代背景の中で、日本歯科医学会の役割もさ

らに重要となり、迅速かつ的確な戦略と戦術が求められてくると思われます。 

 すでにご案内のとおり、本日の議事といたしましては、本評議員会の議長、および副議

長の選出、平成 22 年度学会会計収支決算、平成 22 年度第 22 回日本歯科医学会学術大会

会計収支決算、ならびに顧問の委嘱を上程させていただきます。どうか慎重審議を賜りま

すようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

○栗原総務理事 どうもありがとうございました。 

    ○仮議長の選出 

○栗原総務理事 次に「仮議長の選出」でございますが、執行部にご一任いただけますで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○栗原総務理事 ありがとうございます。それでは執行部一任をいただきましたので、こ

ちらから指名させていただきます。今回は、日本歯科医師会選出で、在京の先生にお願い

したいと存じます。そこで 51 番、東京地区の浅野紀元先生に仮議長をお願いしたいと存

じます。浅野先生、どうぞよろしくお願いいたします。ご登壇いただけますでしょうか。 

○仮議長（浅野紀元君） ただいまご紹介いただきました日本歯科医師会東京地区選出の
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浅野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日は欠席者が多いということですが、いまの副会長さんのお話で、台風が接近してい

るからかなという感じも受けます。 

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

慣れでございますので、評議員の先生方のご協力を賜りまして議長が選出される間、円滑

に会議を進めてまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは座っ

て議事を進めさせていただきます。 

    ○議事録署名人の指名 

○仮議長（浅野紀元君） 次に「日程 3．議事録署名人の指名」をさせていただきたいと

思います。こちらで指名をいたしますので、名前を申し上げます。45 番、山本評議員、58

番、廣田評議員、以上 2 名の先生方にお願いいたします。よろしくお願いします。 

 それでは日程を一部変更して、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、新しい議長の下で行っていただきたいということで、

日程を一部変更いたしまして、「日程 8．議事」に入り、議長及び副議長の選出を行いたい

と存じます。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○仮議長（浅野紀元君） 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、日

程を一部変更いたしまして、「日程 8．議事」に入り、議長および副議長の選出を行います。 

    ○議事 

    ○第 1 号議案 評議員会議長および副議長の選出 

○仮議長（浅野紀元君） それでは第 1 号議案、「評議員会議長および副議長の選出」を

議題といたします。 

 1 号議案、「評議員会議長および副議長の選出」につきまして、提案理由を栗原総務理事

よりお願いいたします。 

○栗原総務理事 それでは第 1 号議案、「評議員会議長および副議長の選出」について提

案理由をご説明差し上げます。 

 この議案は、日本歯科医学会規則第 16 条第 3 項、「評議員会の議長および副議長は、評

議員の中から互選し、任期は 15 条第 2 項を準用する」の規定に基づきまして、評議員会

議長および副議長の選出を行うものです。以上、提案理由の説明を終わらせていただきま

す。 
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○仮議長（浅野紀元君） ただいまの執行部からのご提案でございますが、評議員会議長

および副議長の選出につきましては、評議員の互選でお願いするとのことです。いかが取

り計らえばよろしいでしょうか。ご意見のある方は挙手をもってご発言をお願いしたいと

思います。番号と名前をお願いいたします。 

○矢谷評議員（補綴歯科学会） 6 番の矢谷です。私といたしましては、本学会の会務に

大変精通しておられます日本歯周病学会選出の徳島大学歯学部教授、永田俊彦先生を議長

に推挙いたします。また副議長の選出に関しましても、議長に一任することも併せてご提

案申し上げます。よろしくお願いします。 

○仮議長（浅野紀元君） ただいま矢谷評議員より永田俊彦先生を議長にご推挙し、副議

長の選出につきまして議長に一任したい旨の提案がございました。他のご意見はございま

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

ます。ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○仮議長（浅野紀元君） それでは評議員会議長および副議長の選出につきまして、永田

俊彦先生を評議員会議長とし、副議長につきましては、議長に一任することに賛成の方は

挙手お願いします。 

（賛成者挙手） 

○仮議長（浅野紀元君） ありがとうございます。賛成多数、よって永田俊彦先生を評議

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

することで決定とさせていただきます。 

 それではここで永田議長と交代をいたします。評議員の先生方、円滑な議事運営に格段

のご協力をいただきましたこと、まことにありがとうございました。永田先生、どうぞご

登壇お願いいたします。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（永田俊彦君） 永田でございます。一言ご挨拶申し上げます。まずは仮議長をお

務めいただきました浅野先生、大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 このたび名誉ある評議員会の議長として、皆様方よりご推挙賜りまして、まことに光栄

に存じます。責任の重さを痛感しておりますが、ここに皆様のご推挙を受けまして本学会

の発展と、歯科医学、医療の進歩、向上に誠心誠意努力をいたしたいと存じます。評議員

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

を円滑に進めてまいりたいと存じます。今後とも皆様のご指導とご鞭撻をお願いいたしま

す。 

 次に副議長の選出ですが、先ほど一任をいただきましたように僭越ではございますが、
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私から副議長を指名させていただきます。私が臨床系ですので、副議長にはぜひ基礎系の

方にお願いしたいと思います。つきましては日本歯科医学教育学会選出で、東京歯科大学

の河田英司先生に副議長をお願いしたいと存じます。いかがでしょうか。 

（拍手多数） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。それでは河田英司先生を副議長として決

定させていただきます。河田先生、ご登壇よろしくお願いいたします。 

○副議長（河田英司君） 一言ご挨拶申し上げます。ただいま永田議長よりご指名いただ

き、また評議員の先生方よりご承認を賜りました河田でございます。評議員会副議長に選

ばれましたことは、この上なく光栄に存じますとともに、その責任の重大さを痛感いたし

ております。永田議長の下、本評議員会が公正に、しかも円滑に運営されますよう及ばず

ながら誠心誠意努力したいと存じます。皆様方の絶大なるご支援とご鞭撻を賜りますよう

お願い申し上げまして、まことに簡単ではございますが、就任のご挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。それでは日程に従いまして、会議を進

めさせていただきます。 

    ○物故会員に対する黙祷 

○議長（永田俊彦君） 「日程 4．物故会員に対する黙祷」でございます。本日は、物故

されました会員の方々、また東日本大震災で不幸にしてお亡くなりになられた方々に対し

弔意を表し、黙祷を捧げたいと存じます。ご起立をお願いいたします。 

 それではご冥福をお祈りし、黙祷を捧げます。黙祷。ありがとうございました。ご着席

願います。 

    ○挨拶 

○議長（永田俊彦君） 引き続きまして、「日程 5．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 皆様、こんにちは。生憎の台風でございますが、評議員の先生方によっては

夕べから上京されていたと思います。本当にありがとうございます。ただこの台風で、や

や暑さが緩んだようですが、梅雤明けが早くて大変暑い中、この東日本大震災に遭われた

方々、大変な思いをされています。心から同情とお見舞いと申し上げたいと思います。 

 さて、歯科医学会ですが、これは日本歯科医師会の中にございます。この日本歯科医師

会、法人制度改革で組織を模様替えという時期に来ております。歯科医学会ともども、ど
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ういった方向性を取るのかということですが、公共性という言葉があります。言い方によ

っては国益と省益というかたちで言われますが、いわば公共性と組織の利益、その点につ

いては、日本歯科医師会と歯科医学会は、やや立場が異なっていると思われます。 

 と言いますのは、日本歯科医師会は、歯科医療の利益を受ける側、受益者です。これに

対して歯科医学会は、もちろん歯科医師会との協力、連携は必須ですが、片方では国民に

対する学術的な情報の提供です。歯科医療における支払い側である国民と受益者側である

日歯、この間に政治行政があるわけですが、行政から調査等の依頼が歯科医学会にまいり

ますのは、歯科医師会のほうが特別会計として歯科医学会の中立性を担保されているから

です。そういった意味で歯科医学会としては、かたちとして歯科医療者側と国民側と等距

離にある。だから国民の信頼もいただいているわけです。 

 ただ、そうは言っても歯科医学会は、歯科界のために働くわけですから、日本歯科医師

会と歯科医学会は歯科界のため、国民のために緊密な連携をする。どういうことが言いた

いのだと言われるかもしれませんが、それだけデリケートな立場にあるということをご理

解いただきたい。それに基づいて歯科医学会のあり方を考えていきたい、先生方のご意見

をいただきたいと思っています。1 年ぐらいはかかる話かと思っていますが、先生方のご

助言、ご指導をよろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。続きまして、日本歯科医師会会長、大

久保満男先生にご挨拶をお願いいたします。 

○大久保日歯会長 ご紹介賜りました大久保でございます。本日は第 86 回の日本歯科医

学会の評議員会、全国から評議員の先生方ご出席の下で開催されましたことを、日本歯科

医師会を代表して心からお慶びを申し上げます。また先ほどから江藤会長、あるいは佐藤

副会長がお話しのように台風の中をご出席であります。帰りが心配な方もおありになろう

かと思います。脅かすわけではありませんけれども、どうか気をつけてお帰りになられま

すように、お祈りを申し上げておきます。 

 私から 2 点ほどお話を申し上げたいと思います。まず 1 点は、御礼を兼ねてですが、先

ほども話がありました 3 月 11 日の東日本大震災、学会の先生方にも大変にお世話になり

ました。われわれ医療団体でありますから、まず真っ先に避難者の人たちの、あるいは生

き残った人たちの救急医療、あるいは救急歯科医療の要請があって、それに従事をすると

いうのが通常医療団体の役割です。 

 実は地震が金曜日に起きて、次の土曜日の夕方、あの時点で 1200 人ぐらいの死者とい

うのがテレビの発表でしたが、政府高官と警察庁から私どものほうに、行方不明者がどん

どん増えており、とんでもない数の犠牲者になりそうだ、身元確認作業について歯科医師
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会として準備をしてほしいという要請がありました。 

 すぐに月曜日の朝、全国、それから学会も含めて待機リストをつくっていただき、1 週

間で 1200 名の身元確認作業の待機リストができました。そして当初ちょっと混乱はあり

ましたが、これは派遣して現地に行けば警察業務でありますから、われわれが関知するこ

とではなく警察の管理下ですべての仕事が続けられるわけですが、その前の、どこからど

ういう歯科医師会の会員を送り込むかというところまでは私どもの仕事であって、ここが

混乱をすると現場が大混乱をする。現場の要請、警察庁、県警、そして地元歯科医師会の

要請に従って、どこに何人ということが決まったあと、どこからということについては全

部日本歯科医師会がヘッドクォーターになるという宣言をしました。 

 学会の先生方にも大変よくご協力をいただき、指示通り大変整然と現地に行っていただ

いたことにつきましては、心から御礼を申し上げたいと思います。特筆すべきは、実際に

被害に遭われた岩手、宮城、福島、この 3 県の会員の先生方と 3 県にある大学歯学部、歯

科大学の先生方、まず真っ先に動いていただき、自らが被災者であるにもかかわらず大変

な努力をしていただきましたことを心から御礼を申し上げたいと思います。 

 私は大変な作業になると思っておりました。実はある方から電話があり、たぶん津波で

カルテが全部流されているだろうから、今回身元確認作業をしても、それが身元確認につ

ながるという保証はまったくないのではないか。つまり先生方がどんな苦労をしても、そ

の苦労が徒労に終わってしまうのではないか、それでも会長、おやりになるのかと、これ

は別に批判ではなくて、心配を含めた電話が私のところにかかってきました。 

 そのときに地元の先生方にも、それから出かけて行く被災地外の先生方にも私が申し上

げたメッセージは、まずご遺族のもとにご遺体をお届けすること、二つ目は、人間にとっ

て一番つらいのは、自分が亡くなったあと自分がどこのだれであるかということを確認さ

れないことで、名前がわかってその人のアイデンティティが確立される。その人がどこで

生きて、どんなことをしてきたのかという人間のアイデンティティの基盤は、その方の確

認だろうと思っていますので、つまり遺体をご遺族のもとにお返しすることと、ご遺体の

アイデンティティを最後のところで確保すること、それが私どもの役割だと思っていまし

たので、そのことを申し上げました。 

 仮に 1 万人の方を見て、100 人しかわからなくても、それでいいという覚悟で私は出か

けて行くし、ほかの先生方もたぶんその覚悟で出かけておられるのだろうと思う。あるい

は現地で日夜を問わず確認作業に携わっている方々も、その覚悟でおやりになっているだ

ろうと余分なことを申し上げました。先生方がそこまで腹をくくっておられるのならば、

私は何も申し上げることはありませんと言って電話を切られました。 
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 本当に大変な作業でした。歯科所見は取られていますが、まだ実際に確認作業がどこま

で行っているのか、警察庁も正式には発表しておりません。ただ相馬市ではあまりカルテ

が流されていなかったために 3 割近いところまでは歯科所見、あとは DNA、指紋の確認

は 1％にもいかないと聞いていますが、南相馬ではカルテがほぼ流出し、あるいは 20km

圏内に入れませんので、カルテを取り出せない。 

 ある歯科医師の勇気に私は感嘆していますが、かまわないと言って入っていって、自分

のパソコンからカルテを取り出そうとしたけれど、パソコンが動かない。諦めて戻ったと

いう方もいらっしゃいます。つまり南相馬においては、たぶん数％ぐらいしか確認作業は

行われていないだろう。にもかかわらず先生方がその覚悟で大変困難な仕事に取り組んで

いただいたということが大事なことだろうと思います。 

 いろいろな方にこの話をしますと必ず言われるのが、記録をきちんと書いておいたほう

がいいということです。いま中央公論から歯科が食を支える、あるいは命を支える、生き

る力を支える生活の医療、私がずっと申し上げてきたことについて 2 冊の本を出すつもり

でしたが、3 冊目を出すつもりです。 

 3 冊目は、この災害において歯科界がどう動いたか。しかしこれはわれわれの自慢話を

するつもりはありません。ただ今回の災害は、もちろん関東大震災も大きかったわけです

が、文明のあり方を問われるという意味では、たぶん日本にとって最も大きなものであり、

被災状況だけでなく、これからどう立ち直るのか、どう復興するのかということも含めて、

国の哲学が私は問われるだろうと思います。 

 その中で私ども歯科医師が何をしたかという記録を正確に取っておくことが大事だ。こ

れを本にして、できれば多くの方々に読んでいただきたいし、同時にもしも次に起きたと

きに、今回の反省を踏まえて私たちは何をなすべきかをきちんと確立しておかなければな

らないと思っています。 

 もう一つは、まだ明確ではありませんが、PTSD の症状が心配されます。被災地に行か

れた方々があまりの悲惨さに、帰ってから自分の戻った日常の仕事が現実なのか、行かれ

た被災地が現実なのか、そこが混沌として悩むということもちょっとお聞きしています。

大変悩みましたが、これもやはりきちんと記録を取るべきだと考えて、精神科医で著名な

香山リカ先生にアドバイザーをお願いして、いまその準備を進めています。質問状につい

てはすでにお送りしたと思います。また香山先生が大変立派な序文を書いてくださいまし

た。もし何かの気持ちがあったにしても、これは症状ではありません、だれにでも起きる

心の反忚ですと書いていただきました。 

 ただ私が心配しているのは、私たち自身が医師であるがゆえに、行ってそういう状況、
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心の反忚を起こしている自分をなるべく隠そうとする、あるいはそれは医師として何か恥

ずかしいことだと思う、そういう気持ちが働いて抑え込んでしまうことが、実は一番問題

を後に延ばしてしまう。半年後、1 年後に PTSD が出てくることは、専門家の間でよく言

われています。 

 歯科医師会にはなかなか電話をしにくいだろうと思いますので、国際医療福祉大学に窓

口をつくり、もし何かあれば、その相談窓口に電話をしていただくというところまでは、

いま手順を進めています。これは医師会でもまだやっておりませんが、医師会の先生方と

比べると、私どもの確認作業のほうがはるかに厳しい作業ですので、ここをやっていきた

いと思っています。 

 とにかく先生方には大変お世話になりました。特に口腔ケアはまだこれからも戦いが続

くだろうと思います。先生方の継続的なご尽力を心からお願い申し上げたいと思います。 

 最後に学会と日本歯科医師会の関係です。江藤先生がいまちょっと触れられましたよう

に、新しい公益法人は、大変ハードルが高く諦めて一般社団に移ることも考えなくはない

わけですが、いろいろな努力をしていくと、高いと思っていたハードルが低くなる。これ

を越えるとまた次のハードルが出てくるということですが、しかしそれもまた努力をして

いるとまた尐し低くなるということで、もうこれはだめだ、お手上げだと諦める時期にま

ではまだ至っておりません。何とか公益法人で行きたい。 

 もちろん一般社団になっても学会との関係はいままでのように同じ会の中に会をつくる、

つまり日本歯科医師会会長、大久保満男がいて、その中に学会長、江藤先生がいる。こう

いう会の中の会というつくり方は、今回の公益法人改革の中で基本的に認められておりま

せん。 

 したがってこの学会の位置づけをどうするのかは、大変大きな課題ですが、この点につ

いても学会ときちんと話し合いをしながら、江藤先生が先ほどおっしゃったように学会が

持っている学問的な価値は中立だろうと思います。もちろん最近の科学史、科学哲学の中

では、科学といえども決して客観性を持たないという説はかなり有力になってきています。

つまり何をテーマに選ぶかは、社会の要請であって、客観的な中立性の中からは出てこな

い。しかしながら研究の中身はきちんと価値中立でなければ研究そのものが成立しないわ

けですから、そういう意味で私は学会が果たす役割は、ある種価値中立的なものとして担

保されなければならない。 

 しかし同時に江藤先生がおっしゃったように大きな意味で国民のための歯科医療、ある

いは歯科界のための歯科医療をどう確立するかについては共同戦線を張らなければいけな

いところがたくさんあります。それはまさにそのとおりです。 
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 一つだけ申し上げたいのは、私どもは医療の価格を、たとえば抜歯をいくらにするかと

いう価格を私たちの手で決めることはできません。決めるのは政府です。あるいは国会で

すが、国会でいちいち抜歯の点数を何点がオーケーかなどという議論はいたしません。し

たがって診療報酬の改定率によって政府が予算を示し、その予算を国会が成立させた途端

に私どもの診療費、価格が決まる。その予算の範囲の中で次の改定をどうするかというこ

とになりますから、現実にはそこでもわれわれの医療費の価格が決まり、あるいは新しい

医療費の価格が決まる。これは私どもが決められない。最終的な決定は政府にある。 

 尐し強い言葉で申し上げれば、これが政府、あるいは国の権力です。権力がなければこ

んなことはできません。なぜならば資本主義社会においては、市場において価格が決定さ

れます。もしも業界が裏取引で価格を同一にしたら、公正取引委員会で必ず追及されます。

この自由な競争によって価格を決めなかった、つまり裏取引で価格を決めていたことに対

しては、確かいま懲役 5 年以下、罰金 2 億とか 3 億とかで、平成 22 年 1 年間で実に 400

億円を業界は払いました。 

 資本主義社会において価格が民間の自由な競争の下において決めることが大原則である

にもかかわらず、私ども医療の価格は国が決める。これは一つには国が権力を持っている

からです。税金をあらゆる所得者から取ってきて、それを再分配することの中に私どもの

社会保障も入っているからです。しかし同時にそれは国民にとって平等、公平、公正でな

ければならない。この三つの大原則を守るためには、市場に価格を任せておくことはでき

ないという、特に医療に関する大原則がこの中には貫徹されていることを私どもは忘れて

はならない。 

 したがって私どもは、たとえ低点数で、こんな点数ではやれないと思っても、なおかつ

国民皆保険制度に協力をするのは、国民のための歯科医療ということが大前提としてある

からだと私は思います。日本歯科医師会の役割は、こんな点数ではやりませんよというこ

とを、政府が権力を持って決定する前に私どもの意見をしっかりと政府に伝えていく、あ

るいは政治の場に伝えていくことです。これが日本歯科医師会の最大の役割です。 

 これはもちろん歯科医師のためであり、国民のためである。この両方の利益になる。ウ

ィン・ウィンの関係を私どもは築きながらやっていかなければなりません。そのときに学

会が出すデータの価値、中立性がきわめて大きな意味を持つ。同時に学会と私どもと、さ

らに言えば連盟も含めて、歯科界の団体が国民歯科医療の確立のために同じ方向を向いて

歩くことがきわめて大事だと思っています。 

 大変長い挨拶になって恐縮ですが、最初の評議員会ということで日本歯科医師会の考え

方を率直に申し上げ、そしてこの 2 年間、日本歯科医師会とともに国民歯科医療の確立と、
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もう一度歯科界に明るい希望の光をともす、その努力を先生方とともに続けてまいりたい

と思っています。どうかご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。ありがとうござい

ました。（拍手） 

○議長（永田俊彦君） 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、およ

び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。 

○川添会頭 第 22 回日本歯科医学会総会の会頭を拝命いたしました川添でございます。

本年 4 月に第 3 次江藤執行部が発足し、初めてのこの評議員会の場で貴重なお時間をいた

だき、一言ご挨拶をさせていただきます。 

 先生方には、すでにご存じかと思いますが、21 年ぶりの大阪開催となります第 22 回日

本歯科医学会総会は、来年、すなわち平成 24 年 11 月 9 日・10 日・11 日までの 3 日間、

大阪市の大阪国際会議場、グランキューブとも申しますが、およびインテックス大阪の二

つの会場を使用して開催することになっています。主幹校は私ども大阪歯科大学がお引き

受けをさせていただき、昨年 4 月に準備委員会を立ち上げ、これまで精力的に作業を進め

てまいりました。 

 いよいよ本年は、大会前年ということで準備もこれからが本格化してきております。学

術プログラムの編成や各種レセプションの企画、制作物の作成や PR 方法の検討等々、こ

の 1 年は大変忙しいスケジュールが組まれております。詳しい準備状況につきましては、

後ほど田中準備委員長から報告がありますが、私はその責任者として今回この大会が昨今

何かと暗い話題の多い歯科界に、尐しでも元気を与える、活気を取り戻す機会となります

ことを切に望んでおり、そのためにもこの大会の成功に向けて精一杯努力してまいる次第

でございます。 

 どうか皆様方から温かいご支援とご協力を賜りますようにお願い申し上げまして、簡単

ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。 

    ○役員紹介 

○議長（永田俊彦君） 続きまして、「日程 6．役員紹介」に入りたいと存じます。執行部

のほうからよろしくお願いいたします。 

○栗原総務理事 それでは役員のご紹介をさせていただきたいと思います。今日お配りし

ている青い表紙の 1～2 ページ目をご参照ください。 

 すでにご挨拶いただいておりますが、会長の江藤一洋先生です。副会長、佐藤田鶴子先
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生。副会長、荒木孝二先生。そして私、総務理事の栗原でございます。常任理事、川添堯

彬先生。常任理事、山﨑芳昭先生。常任理事、福田仁一先生。常任理事、向井美惠先生は、

今日ご欠席です。常任理事、上西秀則先生。常任理事、覚道健治先生。常任理事、勝海一

郎先生。常任理事、後藤滋巳先生はご欠席です。常任理事、一戸達也先生。常任理事、佐々

木啓一先生。常任理事、松村英雄先生。常任理事、中島信也先生。 

 続きまして理事の先生方をご紹介したいと思います。本日ご欠席ですが、理事、髙津茂

樹先生。続きまして、理事、森戸光彦先生。理事、江里口彰先生。理事、神原正樹先生。

理事、楳本貢三先生。理事、吉江弘正先生。理事、俣木志朗先生。理事、髙田隆先生。理

事、渋谷鉱先生。理事、嶋田昌彦先生。ご欠席ですが、理事、金子明寛先生。続きまして

理事、古谷野潔先生。そのほか有地榮一郎先生と朝田芳信先生はご欠席でございます。以

上です。ありがとうございました。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。 

    ○報告 

○議長（永田俊彦君） それでは「日程 7．報告」に入りたいと存じます。まず「（1）一

般会務報告」を栗原総務理事よりお願いいたします。 

○栗原総務理事 引き続きまして青い表紙の資料 11 ページをご覧ください。「一般会務報

告」です。平成 23 年 4 月 1 日から 7 月 18 日までの会務をご報告させていただきます。 

 4 月 8 日金曜日に第 19 回タイムスタディーWG を開催しています。4 月 14 日、次期診

療報酬改定における歯科医療技術評価提案書に関する説明会を開催しています。4 月 19

日は第 1 回理事会、同日に第 1 回常任理事会を開催しています。 

 12 ページ、5 月 23 日、第 1 回の学術講演委員会を開催しています。同日、平成 22 年度

学術講演会講師打合せ会、ならびに同日実施担当県歯科医師会関係者との打ち合わせを行

っています。5 月 24 日には第 1 回国際交流委員会を開催し、委員長には東京歯科大学の井

上孝先生、副委員長は日本歯科大学新潟生命歯学部の影山幾男先生にお願いいたしました。

5月26日、第1回ライブラリー収載部会を開催し、座長に中山健夫先生を選出しています。

5 月 30 日、第 1 回日本歯科医学会誌編集委員会を開催し、委員長に出口眞二先生、副委員

長に大久保力廣先生を選出しています。 

 6 月 6 日、第 1 回歯科医療協議会を開催し、座長に荒木孝二先生を選出しました。6 月 8

日、第 1 回学術研究委員会を開催し、委員長に前田芳信先生、副委員長に佐野司先生をそ

れぞれ選出しました。6 月 13 日、第 2 回常任理事会を開催しています。6 月 16 日には、

第 1 回英文雑誌編集委員会を開催しています。委員長は小園凱夫先生、副委員長は土持眞
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先生を選出しています。 

 14 ページ、6 月 20 日、第 2 回歯科医療協議会を開催しました。6 月 28 日、第 2 回学術

講演委員会を、同日第 2 回国際交流委員会を開催しています。7 月 7 日・8 日には、第 1

回のガイドライン作成講習会を開催させていただきました。7 月 11 日には第 3 回の常任理

事会、第 1 回代表者会議、そして第 2 回理事会を開催しています。 

 続きまして 15 ページ、資料 1②です。本日、7 月 19 日が第 86 回の評議員会です。その

あと常任理事会を第 4 回から第 8 回、理事会を第 3 回・第 4 回、次の評議員会を 1 月 20

日に予定しています。代表者会議は 1 月 13 日に第 2 回を開催いたします。学会総会・常

任委員会は第 8 回から第 10 回まで、そこにありますように予定させていただいています。 

 16 ページ、「平成 23 年度の専門分科会総会一覧表」です。ご確認いただければと存じま

す。 

 17 ページ、資料 1④は「平成 23 年度認定分科会総会一覧表」です。ご確認いただきた

いと存じます。 

 18 ページ、資料 1⑤です。今年度は専門分科会加入申請ができる年度にあたっています。

「日本歯科医学会専門分科会加入申請に関する公示」、これを 8 月 1 日から 9 月 30 日まで

受け付ける予定です。 

 20 ページは認定分科会登録申請です。受付期間が先ほどの専門分科会と異なり、8 月 1

日から 8 月 31 日まで 1 カ月間です。 

 続きまして 22 ページ、資料 1⑦は、平成 22 年度の会務報告をまとめてさせていただい

ていますので、後ほどご確認いただければと存じます。37 ページまでです。以上でござい

ます。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。続きまして、「（2）第 22 回日本歯科医

学会総会報告」を田中昭男準備委員長よりお願いいたします。 

○田中準備委員長 それでは第 22 回日本歯科医学会総会の準備状況についてご報告いた

します。資料が二つに分かれていますが、まず一つは、机上配布しております 1 枚もので

裏表印刷をしたものです。 

 先ほど会頭のご挨拶と重複するかもしれませんが、第 22 回日本歯科医学会総会は、会

期が来年、2012 年 11 月 9 日から 11 日、金・土・日です。総会まであと 480 日弱でござ

います。メインテーマは、「お口の健康 全身元気―各世代の最新歯科医療―」です。開催

場所は先ほど挨拶の中でありましたように大阪国際会議場とインテックス大阪です。この

二つの会場でその下に枠で囲んでいるところがありますが、①国際会議場では、講演、シ

ンポジウム、国際セッション、学生のポスターセッション等、また市民向けの公開講座等
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があります。②インテックス大阪では、テーブルクリニックとポスターセッション、それ

から今回新規事業になりますが、分科会プログラムを開催いたします。それとともに日本

デンタルショー2012 が併催されます。 

 その下に文楽人形の顔がありますが、これが第 22 回総会のシンボルマークです。大阪

の地ですので、この文楽人形を採用しています。 

 裏側を見ていただきますと、この開催の趣意があります。そこで中ほどに、「今回の総会

では」というところがありますが、これが先ほど申し上げた「お口の健康 全身元気―各

世代の最新歯科医療―」のさらに詳しい説明が入っています。 

 続きましてブルーの冊子をご覧ください。38 ページの資料 2 です。そこは 23 年 4 月 1

日から昨日までの会務関係ですが、第 1 回の常任委員会は、昨年にスタートしています。

そこにありますように 4 月 22 日に第 6 回の常任委員会を開催して、各専門分科会、認定

分科会との共同催事、ホームページ等について協議をしています。同日、総務部会、財務

部会、学術部会、広報・出版部会を開催し、それぞれの検討タスク等について協議をして

います。 

 その下、5 月 23 日、学術部会の中にある各委員会、講演・シンポジウム、テーブルクリ

ニック・ポスターセッションの委員会を開催し、プログラム等の企画について協議してい

ます。またここに入っていませんが、5 月 23 日にホームページを開設していますので、ご

高覧のほどよろしくお願いいたします。 

 6 月 13 日には、第 7 回常任委員会を開催しています。そこでは開会講演、そしてランチ

ョンセミナー等について協議しています。 

 6 月 29 日、国際セッション、講演・シンポジウム、テーブルクリニック・ポスターセッ

ションの各委員会の第 2 回目を開催しました。プログラムについてさらに詳細に検討し、

現在ほぼ煮詰まりつつあるところです。特にテーブルクリニック・ポスターセッションに

ついては、各専門分科会、認定分科会、歯科医師会、各大学にポスタ―、テーブルクリニ

ック等の演題の推薦依頼を出しています。8 月 5 日が締め切りですので、よろしくお願い

したいと思います。 

 最後に 7 月 15 日、第 3 回学術部会を開催しています。以上でございます。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。続きまして「（3）会計現況報告」を山

﨑常任理事よりお願いいたします。 

○山﨑常任理事 40 ページの資料 3①の資料をお出しください。平成 23 年度 6 月末の「学

会会計収支計算書」についてご報告いたします。 

 「Ⅰ 事業活動収支の部」では、収入は特定資産の運用収入、および雑収入による 81
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万円です。支出は第 1 款、事業費支出が 1307 万円です。主な項目として、会誌関係費で

は、東日本大震災により発送延期となっていた東北地方への学会誌第 30 巻の発送費、お

よび会議旅費、学術研究関係費は平成 22 年度に採択されたプロジェクト研究 5 題に対す

る今年度分の研究費、学術講演関係費では今年度開催される学術講演会の講師、開催県担

当者の打合せ会旅費、および抄録、ポスターの印刷費です。調査関係費では、医療技術評

価提案にかかわる説明会の旅費等です。第 2 款、管理費支出は 688 万円、第 3 款、他会計

への繰入金支出は 5474 万円です。よって事業活動の支出の合計は、7470 万円ですので、

事業活動の収支差額は、マイナス 7389 万円です。 

 「Ⅱ 投資活動収支の部」は、特定資産取崩収入は 5474 万円、これは平成 23 年度学術

大会会計の資金として取り崩しました。財務活動および予備費の支出はありませんので、

当期収支差額はマイナス 1914 万円、前期繰越収支差額を合わせた次期繰越収支差額は、2

億 6641 万円です。 

 続いて 41 ページ、資料 3②です。「第 22 回日本歯科医学会学術大会会計収支計算書」

です。これも 6 月末です。「Ⅰ 事業活動収支の部」では、事業活動収入は、学会会計か

らの繰入金収入による 5474 万円です。収入の合計のすべてです。支出の合計は、管理費

の 350 万円です。「Ⅱ 投資活動」、「Ⅲ 財務活動」、および「Ⅳ 予備費」の計上はあり

ませんので、当期収支差額は、5124 万円です。前期繰越収支差額を合わせた次期繰越の収

支差額は、5256 万円です。以上ご報告申し上げます。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。続きまして江藤会長より「（4）会長報

告」をお願いしたいと存じます。 

○江藤会長 「日本歯科医学会会長報告」というパワーポイントをお手元にお配りしてい

ますので、これに基づいて報告をさせていただきます。 

 まず右下のほうに小さく 1、2 と番号がついています。最初のページの 1 ですが、日本

歯科医学会の重点計画として 6 項目あります。1 番目の学術的根拠の提供、2 番目の歯科

医療技術革新の推進、3 番目の専門医制度のあり方の検討は、歯科医学会が、いわば歯科

医療にどのように貢献していくかという 3 項目です。それから 4 番目の未来構想と 5 番目

の国際連携は、歯科医学そのものの力をつけていくという方向で、6 番目が法人制度改革

に絡む学会機構改革です。 

 2 ページ、「1．歯科医療への学術的根拠の提供体制」、これは各分科会の先生方はもう何

度もご覧になっていただいていますが、この絵の下のほうに各分科会の研究成果、診療所・

大学病院からのデータがその上に診療ガイドライン、プロジェクト研究、タイムスタディ

ーと出ています。これを取りまとめて歯科医学会の中にある歯科医療協議会から医療技術
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評価提案書、先進医療申請書がつくられて中医協へと、元はと言えば中医協から依頼があ

って、この提案書・申請書等を作成するわけです。中医協の右に「（診療報酬の適切な評価）」

と書いてあるのは、どのように適切かというと、これは歯科医療者側にも国民側にも適切

なということです。ですから国民と歯科医療者側の真ん中にいるという意味です。 

 実はこの中医協に提出する資料は、いつからこのようになったのか。平成 18 年の医療

制度改革のときに、根拠に基づく医療がうたわれて、そのときから中立の機関と言われて

いる医学会、外保連、内保連、歯科医学会、看保連、薬学会、この 6 団体に中医協から調

査依頼が来ています。ですからそれまでは、むしろ医師会とか歯科医師会が直にこういっ

たところをおやりになっていたわけですが、平成 18 年度から学術団体のほうに行政が依

頼するというかたちになっています。 

 この絵の中で目新しいところは、タイムスタディーです。これはタイムスタディーです

から診療にかかった時間、すなわち技術料、衛生士等の協力者のコスト、消耗品のコスト、

設備の減価償却費などを全部含めてコスト計算をする。ただ、これは今回始めたばかりで、

いま申し上げたような項目を全部ひっくるめるというまでには至っておりません。 

 外保連は二十数年間かけてこれらのコスト計算を診療報酬の改定に反映させて、22 年度

改定では 300 項目中 150 項目が採用されています。歯科は 57 項目のうちの 11 項目、で

すから外保連は 5 割の打率で、歯科は 2 割の打率です。外保連の先生をお呼びして、何と

か歯科も 5 割に持っていけないかというのがタイムスタディを始めた理由です。これは 24

年では完璧にいきませんので、26 年、28 年と、この次、さらにその次の執行部が課題と

して引き継いでいただくことになるかと思っています。 

 3 ページ、「2．歯科医療技術革新の推進」ですが、赤字で①が歯科医療機器産業ビジョ

ンの改訂ですが、平成 25 年に医療機器産業ビジョンの改訂がありますから、それに向け

て歯科の書き込みを、さらに 20 年度より増やしていただいて予算が来るようにしたい。

それから②承認・認証の迅速化、これは厚労省の問題で、特に③治験体制の整備は、今度

の地震でかなり予算が削られて、治験体制の中に歯科が入れるかどうかはこれからです。

④在宅歯科診療器械・材料の開発については、佐々木常任理事をチーフに、企業側と直に

グループをつくり在宅の器械の開発を行っています。ですからこれを着地点としては材

料・器械のパテントを取ったうえで、在宅歯科診療のシステム化を考えたいといったとこ

ろが目標です。 

 4 ページ、「3．専門医制度の在り方の検討」です。①～④と多々問題があります。いま

歯科医学会と日本歯科医師会が話し合いをしています。というのは、歯科医学会の各分科

会が専門医をつくっていくことだけでは、地域に専門医を十二分に配置することはなかな
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かできにくい。やはりこれは日歯から県歯へのご協力をいただかないと専門医の診療体制

はできにくい。そこをどうするのか。学会サイドだけで審査をして専門医をつくっても、

地域の医療にはなかなか十分に行き渡らない。そこをどうするのか。かと言って緩めるよ

うなかたちでは信用にかかわる。特に保存・補綴に関してはいま話を詰めている段階です。

ただ③マスコミ等で学会認定の専門医がかなり広まりつつありますので、そういった学会

認定の専門医が独り歩きして、歯科医学会や日歯としても収拾のつかないことにならない

ように、手立てを考えたいと思っています。 

 以上が歯科医療への歯科医学会の寄与ですが、その下に「日本歯科医学会の今後の課題

Ⅰ」として、人口動態調査が出ています。この 2055 年の緑色の人口動態を見ると、1955

年とはまったく逆になっていることがおわかりいただけると思いますが、これをどうする

のか。次のページに「要介護者の口腔状態と歯科治療の必要性」とありますが、これは長

寿研の 2002 年の資料です。要介護者の 9 割が歯科治療が必要であるにもかかわらず、歯

科医は余っていると言われていますが、要介護者の 27％しか歯科治療ができていない。こ

れは 2002 年の段階で、徐々に上昇しつつありますが、まだきわめて不十分な状況です。

ですから高齢化社会を迎えて歯科医療の提供体制を学会、日歯ともに真剣に考えていきた

い。しかもこれは人材の育成にもつながりますので、大学側にもぜひ考えていただきたい

ところです。 

 7 ページに「日本歯科医学会の今後の課題Ⅰ」としてまとめているように、（1）人口動

態変化に伴う口腔疾患の動態に連動する歯科医学・歯科医療の構築をしなければいけない。

（2）医療の連携体制の構築。チーム医療と言いますが、地域で簡単にできるものではな

い。これはやはり大学における教育にもかなり力を入れていただかないと、医学、歯学、

薬学、看護の連携はできにくいだろうと言われています。大学によっては、すでに学部レ

ベルでチーム医療の教育をしているところがあります。また（3）として臨床研究は歯科

でも、また医科でも弱点ですが、全身疾患を持った歯科疾患の治療が高齢者の増加ととも

に高いニーズになっていますから、医歯共同しての臨床研究を進めてもいいのではないか

ということが次の課題です。 

 8 ページです。「大災害時における歯科医学・歯科医療の社会的役割はいかにあるべきか」。

ここにありますように、ご遺体の確認作業をどうするのか、復興会議をどうするのか。医

科の場合には、こういった復興会議に当初から入りますが、残念ながら歯科はなかなか声

をかけられない。 

 宮城県の場合には、東北大学の佐々木歯学部長が、むしろこちらから行って、こういっ

た復興会議に入るといった状況です。ですから、むしろ歯科としてはこういった大災害時
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における体制を独自に国民の役に立つようなかたちで構築する必要があるだろう。これは

日歯のほうで先ほど大久保先生が尐し言われましたが、どういったかたちにするかは、こ

の大災害が風化する前に一つの方向性を出す必要があるかと思われます。 

 10 ページ、「4．歯科医学の未来構想の構築」です。①でとにかく偏差値は下がるし、定

員割れが起こる。医学部の定員は平成 19 年度を基準にすると 23 年度は 1300 人増えてい

ますから、1300 人の優秀な人材が医学のほうに行ってしまっている。そういったことを考

えると、研究にしても人材にしても何らかのかたちで集約化が必要だろうと、この歯科医

学研究所の設置を検討します。いきなり箱ものというのは無理ですから、バーチャルなか

たちで研究所が立ち上げられないかと、学術会議と共闘していま予算のめどをつけていき

たいという段階です。 

 11 ページ、「5．国際連携の推進」です。ここに日本歯科医学会（JADS）と日本歯科研

究学会（JADR）との連携強化と書かれています。IADR、International Association of 

Dental Research、国際歯科研究学会と言いますが、JADR はその日本のブランチです。

ところが、この JADR と歯科医学会の補綴や保存の各分科会が直につながっていません。

アメリカの場合には国内の学会である ADA と IADR が直につながっており、国内の研究

活動を国際的な研究活動に直につなげる仕組みができていますが、日本はそれがないので

外に対する出口がない。その出口として日本歯科医学会と JADR が連携しようという話し

合いがいま進んでいます。 

 12 ページ、「日本歯科医学会の今後の課題Ⅲ」として、（1）医学・生命科学の中で歯科

医学が国際競争で勝ち抜ける研究力の強化、（2）世界で戦える歯科医学の研究者の育成、

それらを一つの拠点として、その下に歯科医学の研究機関の設置することが一つの大きな

課題であろうと思われます。 

 各分科会が個別にいろいろなテーマで展開していますが、歯科全体として高齢化をにら

んで、どのようなテーマがあるか。テーマの集約化、歯科界全体でやるテーマの一つの例

ですが、たとえば咀嚼は高次脳機能を賦活させるか。すなわち義歯を入れれば認知症が改

善するのか。歯周病の治療は糖尿病等の全身疾患を改善させるのか。これは数万から数十

万の症例の臨床研究が必要であろうと思われます。それから 3 番目が硬組織・歯周組織の

再生。ここに口腔インプラント学会の理事長の川添先生がいらっしゃいますが、口腔イン

プラントは尐し遅れているという指摘を受けて、世界に伍していけるようなシステム開発

ができないのか。こういった歯科界全体で当たるテーマがあるのではないかと考えられま

す。 

 最後のページです。先ほどご挨拶のところで申し上げましたように、学会の中立性は日
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本歯科医師会の特別会計で守られている。各分科会は審査によって歯科医学会にお入りい

ただいていますから、その審査によって認証機関としての公平性と正当性が保証されてい

る。また学会予算の執行は、特別会計による学会の予算によって調査研究だけではなくて、

実際にいろいろなことを実施している。この三つによって歯科医学会は国民に信頼されて

いる。ですから今後機構改革を行うとしても、これは日歯とこれから検討に入るわけです

が、この中立性、独立性、公平性が保証されるかたちで、日歯とともに歯科界に貢献する

仕組みをつくっていきたいと思っています。 

 最後に「日本歯科医学会機構改革委員会への諮問」を今後日歯との調整をしたあとで諮

問させていただきますが、一つとしては、日本歯科医学会の存立基盤（会計制度、認証制

度、予算執行体制等）のあり方、二つ目が、日本歯科医学会の組織（役員会、常任理事会、

理事会、代表者会議、評議員会等）のあり方、三つ目がすでに第 22 回の歯科医学会総会、

川添会頭にお願いして試行的に共同催事というかたちでやっていただきましたが、これを

さらに発展させるかたちで、どういうあり方がいいのか、そういったことを諮問して検討

していただく予定です。かなり足早でしたが、以上です。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。続きまして「（3）その他」の報告事項

として一戸常任理事より本年度の歯科医学会学術講演会についてご報告願います。 

○一戸常任理事 ご報告させていただきます。先生方のお手元に 23 年度の学術講演会の

事前抄録集の写しと、同じくポスターの縮小版があるかと思います。ポスターの縮小版を

ご覧ください。 

 平成 23 年度日本歯科医学会学術講演会は、学術講演会が始まって第 30 回という記念大

会にもなります。開催地は、7 月 31 日、鹿児島県歯科医師会館、8 月 28 日、栃木県の歯

科医師会館、9 月 4 日、岐阜県歯科医師会館、12 月 4 日、福島県歯科医師会館で、各県の

歯科医師会の先生方にご協力いただきまして開催することとなっています。 

 メインテーマは、「いま求められる歯科医療 国民の生活を支える歯科医療」です。学術

講演会の基調講演は、今年は特に 4 会場とも日本歯科医師会の大久保満男会長にお出まし

いただき、「歯科保健・医療の役割と価値」ということでお話を頂戴することになっていま

す。またサブテーマ 1 は「歯周環境の整備と全身のかかわり」、大阪大学の村上教授、東

京医科歯科大学の和泉教授に交替でお務めいただくことになっています。またサブテーマ

2 は「良好な長期予後をめざして」、北海道大学病院の野谷診療教授、日本大学の石上教授、

お二方に交替でお務めいただくことになっています。 

 先生方にはぜひ近隣の先生方にお声かけをいただきまして、学術講演会が成功裏に終了

いたしますようにご協力、ご理解をお願いしたいと思います。以上です。 
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○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。以上、5 項目に関して報告が終わりま

したが、ここでこれら報告に対する質問をお受けしたいと思います。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最初に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が、いかがでしょうか。ご質問のある方

は挙手を願います。30 番、永山先生、どうぞ。 

○永山評議員（歯科医療管理学会） 会計の現況報告のことについて教えていただきたい

と思います。40 ページの資料の下から 5 行目、「財務活動収支の部」というところが空白

になっています。たぶんこれは 0 が入るのが本当なのかとは思いますが、この内容、どう

いうことを扱っている科目なのか、それと空白の意味を、決算書のほうもいま急いで見た

のですが、空白になっています。この意味をぜひ教えていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（永田俊彦君） お願いします。 

○山﨑常任理事 財務活動収支の部というのは、いわゆる借入金、借金にかかわることで、

基本的には学会ではまず起こり得ません。日本歯科医師会でも起こらないのですが、リー

スを取り入れている場合には、リースの扱いが財務活動で取り扱うことになっていますの

で出てきますが、そういうかたちになっています。 

○議長（永田俊彦君） よろしいでしょうか。 

○永山評議員（歯科医療管理学会） しつこいようで申し訳ないのですが、空白にするの

だったら、科目としては要らないということなのか、その意味を聞きたかったので、0 が

本当ではないかと僕は思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（永田俊彦君） いかがでしょうか。 

○山﨑常任理事 これは会計基準で決まっているかたちの表し方で、たぶんこういうかた

ちが正しいのだと思います。私も直接はわかりませんが、これは一忚公認会計事務所で見

てもらってやっていますので、動きがある場合にはこういうかたちで出てくると思います。 

○議長（永田俊彦君） ご了解いただけましたでしょうか。ではほかにございませんか。

では執行部から追加報告が何かございましたら。特にございませんか。ないようです。そ

れでは以上をもちまして「日程 7．報告」は終了いたしました。 

    ○議事 

    ○第 2 号議案 平成 22 年度学会会計収支決算 

○議長（永田俊彦君） 引き続き、「日程 8．議事」に入りたいと思います。「第 2 号議案 

平成 22 年度学会会計収支決算」を議題とさせていただきます。提案説明を山﨑常任理事
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にお願いいたします。 

○山﨑常任理事 別封筒の議案の資料をお出しください。その中の資料 5①の「平成 22

年度決算書」をご覧ください。決算についてお諮りをいたします。 

 まず「Ⅰ 事業活動収支の部」ですが、事業活動収入については、第 1 款の特定資産運

用収入が 167 万円です。これは第 22 回大会のためとして、21 年 6 月に約 2 億 8500 万円

を 22 回大会のためとして、24 年の大会が終わる 11 月末まで長期スパンのほうが当然金

利は高い。いままではそういうことを考えなかったようですが、当然そこに置いておく分

であれば、そういうかたちを取ろうということで、年間 167万円の金利収入がありました。

第 2 款の学会会費収入は 2 億 5794 万円、第 3 款の専門分科会分担金収入は 390 万円、第

4 款、広告収入は 417 万円、第 5 款、雑収入は 105 万円、これは大口定期預金の利息収入、

受託著作物の複写使用料収入、および診療ガイドライン作成講習会の参加費収入による増

収です。第 6 款、他会計からの繰入金収入はありません。よって事業活動収入の合計は、

2 億 6874 万円です。 

 続いて事業活動支出です。第 1 款、事業費支出は 1 億 2681 万円、付属資料に記載して

ありますが、会員顕彰費が 181 万円、会誌関係費が 2554 万円、学会誌の発送は日本歯科

医師会雑誌と同封するなど大幅な経費削減を行いました。英文雑誌関係費は 934 万円、歯

科用語関係費は 13 万円、学術研究関係費は 2003 万円、学術講演関係費は 564 万円、専

門分科会等助成金は2468万円、国際学会補助金はありません。関係団体委託金は 80万円、

これは国際歯科研究学会日本部会への委託金としての支出です。 

 調査関係費は 1644 万円ですが、歯科医療協議会は未開催、その他調査関係費としてタ

イムスタディー調査の実施に伴う費用、プロジェクト研究にかかわる勉強会、歯科医療技

術革新推進協議会の旅費、病院における歯科の役割と採算性の調査の費用などを計上し、

当初の予算を超えましたが、科目間の流用による調整を行いました。内外渉外費は 517 万

円で、外国学会などへの派遣および外国学会渉外費が未執行のためです。学会関係資料収

集作成費は 2 万円、雑支出は 84 万円、広告取扱手数料は 66 万円、業務関係費は職員人件

費として 1565 万円です。 

 続いて第 2 款、管理費支出は 4976 万円です。会議費は出席者の重なる会議を同日開催

するなど旅費の効率化を推進、事務費は事務関係の職員人件費 1696 万円を含む 2714 万円

です。 

 第 3 款、他会計への繰入金は 1106 万円です。学術大会会計へ 800 万円と職員の退職金

に関しては日歯で一括管理していますので、学会職員の 22 年度分としては 306 万円を支

出しています。 
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 よって事業活動支出の合計は、1 億 8763 万円、事業活動収支差額は 8111 万円となりま

す。 

 続いて「Ⅱ 投資活動収支の部」です。投資活動収入は、名目計上のためありません。

投資活動支出は 1000 万円、学術大会への繰入金支出に充てました。「Ⅲ 財務活動収支の

部」、および「予備費支出」の計上はありません。 

 したがいまして、当期収支差額は 7111 万円、前期繰越収支差額を含めた次期繰越収支

差額は 2 億 8556 万円です。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。 

 続いて 5 ページの貸借対照表、いわゆるバランスシートをご覧ください。これは日本歯

科医学会の 23 年 3 月 31 日の財産の状況を表しているものです。 

 「Ⅰ 資産の部」は、当年、現金預金が 2 億 8900 万円、未収金 385 万円、有価証券は

0 と、前年度は 1 億 5000 万円あったのですが、この有価証券はたまたま譲渡性預金が有

価証券の仲間に入りますので、有価証券として表されています。それは昨年度中に満期が

来ましたので、現金預金のほうに移し替えていますので、いま 0 となっています。したが

って流動資産の合計は 2 億 9300 万円です。固定資産は先ほど申し上げました学会の積立

金として 2 億 9400 万円ほどあります。その他の固定資産も合わせますと、固定資産の合

計が 2 億 9600 万円です。資産の合計が 5 億 8900 万円ほどあります。 

 「Ⅱ 負債の部」では、その流動負債、固定負債を合わせて 1038 万円ということです。 

 「Ⅲ 正味財産」ですが、指定正味財産はもちろん学会にはありませんので、一般正味

財産ということになりますが、それが昨年度より 8000 万円ほど増えて、いま 5 億 7800

万円ほどあります。この 8000 万円増えた理由は、3 ページにある正味財産計算書がこの

動きを表しているもので、これを見ていただくとわかりますが、要するに去年の収入から

支出を引くと 8000 万円ほど余りがあったので、それらがこういうかたちに分散して残さ

れており、結果としては正味財産が 5 億 7800 万円です。 

 その他、詳細については付属資料の「平成 22 年度決算参考資料」をご参照いただきた

いと思います。以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） 細かい説明をありがとうございました。それでは「第 2 号議案 平

成 22 年度学会会計収支決算」について、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。いらっしゃいませんか。なければここで採決に移らせていただきたいと

存じますが、よろしいでしょうか。異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） ご意見がないようですので、では採決いたします。「第 2 号議案 
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平成 22 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（永田俊彦君） ありがとうございます。賛成多数、よって「第 2 号議案 平成 22

年度学会会計収支決算」は可決確定いたしました。 

    ○第 3 号議案 平成 22 年度第 22 回日本歯科医学会学術大会会計収支決算 

○議長（永田俊彦君） 続きまして「第 3 号議案 平成 22 年度第 22 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。提案説明を山﨑常任理事にお願いいたします。 

○山﨑常任理事 資料をご覧いただきたいと思います。「Ⅰ 事業活動収支の部」ですが、

収入は第五款、他会計からの繰入金収入による 800 万円です。また事業活動の支出の合計

は第二款、管理費の大会準備費の 668 万円、学会会計と同様、出席者の重なる会議を同日

開催するなど旅費の効率化を図っています。投資活動、財務活動、および予備費の計上は

ありません。したがいまして当期収支差額、ならびに次期繰越差額は、132 万円です。詳

細につきましては、付属資料、「平成 22 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。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。それでは「第 3 号議案 平成 22 年度

第 22 回日本歯科医学会学術大会会計収支決算」について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。ございませんか。なければ引き続き採決に入り

たいと存じます。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） ご異議ないようですので、採決いたします。「第 3 号議案 平成

22 年度第 22 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お願いいた

します。 

（賛成者挙手） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。賛成多数、よって「第 3 号議案 平成 22

年度第 22 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。 

○山﨑常任理事 お願いがございます。 

○議長（永田俊彦君） 山﨑常任理事、どうぞ。 

○山﨑常任理事 ただいま第 2 号議案、ならびに第 3 号議案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、後日日本歯科

医師会の予算決算特別委員会の審議、ならびに審査を経て、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の手続きを踏まなければなりません。したがい

まして、この審議経過の中でどうしても微調整する部分が出てくるかもしれません。この
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微調整の必要が生じた場合には、江藤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。この点、議長さん、よろしくお取り計らいをお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。ただいま山﨑常任理事から今後の審議経

過の中で、どうしても微調整をする場合がある。その場合には学会長にご一任いただきた

いということでした。第 2 号議案、ならびに第 3 号の議案の今後の取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（永田俊彦君） ありがとうございます。それではご異議ないようですので、ご承

認したいと思います。 

    ○第 4 号議案 顧問の委嘱 

○議長（永田俊彦君） 続きまして「第 4 号議案 顧問の委嘱」を議題とさせていただき

ます。提案説明を栗原総務理事にお願いいたします。 

○栗原総務理事 資料 6 をご覧ください。「顧問の委嘱」です。日本歯科医学会規則第 13

条の規定に基づきまして、本学会顧問の委嘱を行いたいと存じます。お二人です。黒﨑紀

正先生、東京医科歯科大学名誉教授、井出吉信先生、東京歯科大学学長、任期は、遡りま

すが平成 23 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までとしたいと存じます。参考にそこに

日本歯科医学会規則第 13 条を挙げています。以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。「第 4 号議案 顧問の委嘱」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。なければ黒﨑

先生、井出先生、顧問の委嘱ということで採決に入りたいと存じます。 

 「第 4 号議案 顧問の委嘱」にご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。賛成多数、よって「第 4 号議案 顧問の

委嘱」は可決確定いたしました。 

 これで議事はすべて終了いたしました。 

    ○協議 

○議長（永田俊彦君） 引き続きまして「日程 9．協議」に入ります。「（1）会務運営につ

いて」、執行部より栗原先生、ご提案ご説明をお願いいたします。 

○栗原総務理事 今回は特にご提案はございませんので、よろしくお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） では「（2）その他」として、ほかに評議員の皆様からご提案、ご

意見等ございますか。なければこれをもって協議を終了いたします。 
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    ○閉会の辞 

○議長（永田俊彦君） 以上をもちまして第 86 回評議員会の全日程の審議はすべて終了

いたしました。会議の議事運営に皆様のご協力を賜り、円滑なる議事の進行が図れました

ことを深く感謝申し上げます。 

 それでは閉会の辞を荒木副会長にお願いいたします。 

○荒木副会長 評議員の皆様、長時間にわたりまして慎重なご審議を賜り、まことにあり

がとうございました。 

 本会議の冒頭で選出していただきました新しい議長、および副議長のもと、平成 22 年

度学会会計収支決算、ならびに第 22 回日本歯科医学会学術大会会計収支決算、さらには

顧問の委嘱についてご承認いただきました。江藤会長以下、私ども執行部は任期の年間、

会務運営に全力を尽くしてまいる所存でございますので、今後とも評議員の先生方のご理

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ことを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。ありがとうございました。（拍手） 

午後 3 時 42 分閉会 
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