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日本歯科医学会第 87回評議員会議事録 

 

○日 時 平成 24 年 1 月 20 日（金） 

     午後 2 時開会、同 5 時 13 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 58 名 

            役 員 学会会長    江藤一洋 外 28 名 

 

    ○会議の成立 

○議長（永田俊彦君） 大変お待たせいたしました。定刻になりましたのでご着席願いま

す。評議員の先生方、お忙しいところをご参集いただきまして、まことにありがとうござ

います。これより氏名点呼を行います。事務局、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 59 名、欠席評議員

1 名、以上でございます。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。ただいま事務局より報告されたとおり、

評議員総数 60 名中、出席評議員 59 名、欠席評議員 1 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 87 回

評議員会を開会いたします。 

 初めに、本日予備評議員の方々がご出席をされておられます。34 番、植松評議員、48

番、鈴木評議員、59 番、伊地知評議員、以上の方々でございますが、以上の方々は事前に

通知があり、事務手続きが済んでおりますことをご報告申し上げます。 

    ○開会の辞 

○議長（永田俊彦君） それでは日程にしたがいまして、「開会の辞」を荒木副会長にお願

いいたします。 

○荒木副会長 評議員の先生方には新しい年を迎えられ、公私まことにご多忙のところを

ご出席賜りまして厚く御礼申し上げます。 

 本日は本年度 2 回目の定例評議員会であり、本日の議題といたしましては、認定分科会
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への登録に関する件、これに伴う学会規則の一部改正、認定分科会承認基準の一部改正、

平成 23 年度学会会計収支補正予算、平成 24 年度事業計画、平成 24 年度学会会計および

日本歯科医学会学術大会会計収支予算、さらには学会機構改革に関する件など、いずれも

重要案件が議案として上程されております。また本学会最高の顕彰であります平成 23 年

度日本歯科医学会会長賞の授賞式が執り行われます。 

 どうぞ慎重なご審議を賜りますようお願い申し上げまして、第 87 回評議員会の開会の

挨拶とさせていただきます。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。 

    ○議事録署名人の指名 

○議長（永田俊彦君） 次に「議事録署名人の指名」ですが、議長より指名をさせていた

だきます。46 番、桃井評議員、60 番、重城評議員、以上 2 名の評議員の先生方にお願い

いたします。よろしくお願いいたします。 

    ○物故会員に対する黙祷 

○議長（永田俊彦君） 次に「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。ご起立願います。それではご冥福をお祈りし、黙祷を捧げます。

黙祷。 

 ありがとうございました。ご着席願います。 

    ○挨拶 

○議長（永田俊彦君） 引き続き「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 皆さん、こんにちは。改めまして新年のお慶びを申し上げます。大学の先生

方、受験で大変お忙しい、また地区からおいでいただいた先生方、年度末の大変お忙しい

ときにご出席をいただきまして大変ありがとうございます。 

 歯科医学会は先生方のおかげで何とかこの 1 年やってまいりました。本年度、もう昨年

になりますが、歯科医学会の学術講演会を 4 カ所で、各県歯のご協力をいただきまして開

催しました。本年度は横におられます大久保会長に基調講演をお願いしました。テーマは、

「いま求められる歯科医療」、いわば大久保先生がご就任当初からおっしゃられている「国

民の生きがいを支える歯科医療」という言葉は、たぶん初めて歯科界が国民に向けて一つ

の意思表示、ミッションを発信しました。 
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 歯科医学会としてはこのミッションに基づいて、学術的な根拠でもって歯科界を支えて

いこうと、そういった大事な理念である。それを大久保先生に基調講演をいただいて、そ

れで鹿児島、岐阜、栃木、最後に福島でやっていただきました。大変好評をいただいてい

ます。 

 そういったわけで歯科医学会、歯科医師会とともに歯科界を支えるという一つのあかし

です。今後とも大学の先生方、地区の先生方、これは歯科医療を支える歯科医師会、歯科

医学を支える歯科医学会、この両者が力を合わせて歯科界を支えていきたいと思っており

ます。先生方のお力添えのほど、今後とも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。次に日本歯科医師会会長の大久保満男

先生にご挨拶をいただきたいと存じます。それでは大久保先生、お願いいたします。 

○大久保日本歯科医師会会長 先生方、新年おめでとうございます。昨年は大変にお世話

になりました。今年度もどうかよろしくお願い申し上げます。また平素は日本歯科医師会

の会務に多大なるご理解をいただいておりますことを学会長をはじめ役員の先生方、そし

て評議員の先生方に心から御礼を申し上げます。 

 いろいろお話ししたいことがいっぱいありますが、まず最初に、ご承知と思いますが、

この間の水曜日に「クローズアップ現代」でインプラントの事故、トラブルを取り上げて

報道がありました。それをさらに今朝も 8 時から NHK でやっております。実は NHK は

去年の秋から歯科医療を取り上げたいということで、私と学会の和泉先生と出かけて行っ

て、NHK で 2 時間以上のレクチャーをしました。3 回か 4 回、歯周病の問題をテーマと

して取り上げて、コメディ的な番組ではなくて、ニュース番組として取り上げるというこ

とですので、きわめて厳密な EBM を向こうが求めてまいりまして、向こうが納得した部

分だけを放映するということでした。 

 ここはよかったのですが、NHK はもちろん報道機関ですから歯科医師会の味方、歯科

医師会のためになる番組だけをつくるという話ではないので、いずれは歯科医療の問題点

についても番組として取り上げるだろうと思っていましたら、インプラントのことが

NHK の中に入ってきました。しかも国民生活センターでここ 1～2 年の間にインプラント

の訴えが激増しているということでした。こういう訴えは別に歯科だけではなくて、数年

前には美容整形の問題を扱ったことがありますから、国民からいろいろな苦情が寄せられ

たものを国民生活センターが取り上げて、それを記者会見し、関係機関に要望を出す。こ

こはナショナルセンターですから国の機関であるということで、インプラントを取り上げ

たということがありました。それを受けて NHK が番組をつくったということです。 

 これは申し上げるまでもなく、NHK もインプラントが新しい技術として国民の噛むと



 4 

いう幸せにつながっていることは明確に認めています。これをだめだとは言っていない。

ただ問題は、トラブルが多くなったときに、その技術のスキルをどのようにアップしてい

くのか、その認定をどうするのか、もう一つはトラブルが起きたときの患者さんの対応を

どうするのか、時間がありませんので細かくは申し上げませんが、この 2 点が課せられた

課題だと思います。 

 したがって、技術の担保、あるいは研修を通してその技術をアップさせていくことは歯

科医師会の組織ではできませんので、ぜひ学会できちんと責任を持ってやっていただきた

い。このある意味で宝物のようなものをわれわれの手で台無しにすることはできない。 

 日本歯科医師会としては、会員の中で約 2 割の人がインプラントをやっており、残り 8

割の人の中にはこれからやる人もいますが、やっていない方が圧倒的に多い。中にはイン

プラントという技術をだめだとは思っていないけれども、既存の補綴技術で十分やれると

思っている方々がいらっしゃる。つまり自分はもうインプラントをやらない、いまある補

綴の技術で十分なのだと思っていらっしゃる方もいる。 

 したがって日本歯科医師会として 6 万 5000 人の会員すべてに、インプラントのことに

ついて警告を出したり、いろいろな指導をしたりしていくことはどのようにしていくのか、

大変難しい。当面とにかくトラブルがあったあとの処置をどうするのか。実は一昨日から

私どもは専任の体制をつくって、事務局が 1 人対応することになりました。先日のテレビ

で国民から電話がかかってきたのは 1 件だけでしたが、今朝もう 1 回やりましたのでどう

なるかわかりませんが、ここは昨日も常務会で職員にはしっかり対応しろと言いました。 

 電話の対応は顔が見えないから大変難しい。顔を見て話せば、声の質が冷たくてもちゃ

んとしゃべっていることがわかるのだけれども、電話は顔の表情がわからないので非常に

冷たく扱われたと思った瞬間に患者さんのいままでの鬱憤がそこで全部爆発しますから、

そのことも含めて職員には十分な、丁寧な対応をするように、マニュアルもきちんとして、

わからなければ担当に連絡をするという体制はつくってあります。都道府県にも既にお願

いしてあります。ここが大変大事なことだと思いますので、学会と協力をしながら、この

状況を切り抜けていかなければならないと思います。 

 もう 1 点は、昨年 12 月 21 日に改定率が決まりました。医科は 1.55、歯科は 1.7 です。

全体としては 0.004、通常、改定率は小数点 2 位までしか言わないので、0.00 ですが、小

宮山大臣にあのあと私もお礼に行ったときに 2 人で笑ったのですが、厚労としてはマイナ

スを何とか避けたかった、小指 1 本でもプラスに引っ掛けたかったので、あえて小数点 3

位の 0.004 を発表しましたと言っていました。 

 そのために本体としては歯科が 1.7、医科は 1.55 と、十数年ぶりに医科よりも歯科のほ
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うが上回るということですが、しかしこれは別に民主党が歯科に甘いからという話ではま

ったくなくて、きちんとしたロジックがある。細かいことは申し上げませんが、技術料と

モノの比率が医科と歯科では違うので、技術料を 1 対 1 にするためには、実は医科が 1 だ

とすると、歯科は 1.1 ぐらいの比率でないと本当の 1 対 1 にならない。モノも含めたとこ

ろで 1 対 1 にしてしまわれると、歯科は不利だということです。 

 したがってそのロジックを前回と今回、厚労がしっかりと認めた。ただし役人ですから

未来永劫ずっと医科よりも歯科が上になるとは厚労は一言も言っていなくて、状況が違え

ばわかりませんとは言っていますが、ロジックとしてしっかり認められたことの意味は大

きいと思います。これは暮れにかけて連盟と一緒に、マイナス改定だという話がありまし

たので、もういまになってみると、どこのだれを回ったのかわからなくなるくらい連日、

財務も含めてたくさん要望を出して回らせていただいて、何とかこの改定にこぎつけまし

た。 

 その 1.7％をどう貼りつけるかの作業がこれから急ピッチで進んでいますが、本会の担

当は東京でない人たちばかりですので、ほぼ毎日、5 泊 6 日東京にずっと泊まり込みみた

いな状況で、2 月半ばぐらいまで延々と厳しい改定が続きます。場合によっては土日もつ

ぶしてということになるかもしれませんが、とにかくこの 1.7 を有効に使うということで

頑張ってまいりたいと思っています。 

 最後にもう 1 点、いま江藤学会長からお話がありましたが、歯科医療の大切さを日本歯

科医師会として訴えてまいりましたが、今回中央公論社から本を 3 冊出版することになり

ました。すでに編集はほぼ終わり、表紙も撮り終って、最後の段階です。2 月 25 日が「生

活を守る歯科医療」というテーマで、特に高齢者の健康を歯科医療を通して守れたら、こ

れは普通の高齢者以外の人も守れる。つまり高齢者にきわめてティピカルに状況が表れる

という視点から、主に高齢者を中心にした歯科医療をどのようにしていくのか。これは医

科の胃ろうの問題、リハビリの問題など、対談が続きます。 

 2 冊目が 4 月 25 日の発行で、これは「食を支える歯科医療」ということで、食べるとい

うことをわれわれがどう支えて行くのかということを中心に料理研究家の辰巳芳子先生、

食をつくっている人など、食にかかわるさまざまな人たちが、それぞれのテーマで論じた

り文章を書いていただきました。 

 それから 3 巻目が前倒しで 3 月に出ます。これは東北震災の記録ということで、歯科医

師がどのような活動をしたのか。この 3 冊が 2～4 月と 25 日に発売されます。これは先生

方に読んでいただきたいのはもちろんですが、国民に読んでいただくことが目的です。ぜ

ひお読みいただき、またご批判をいただければと思います。 
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 実は今日これから厚労省で医師会と糖尿病協会と糖尿病学会と日本歯科医師会とで、ヘ

モグロビン A1c の基準値を国際的な数値に改めるということの共同記者会見があります。

そこに出てくれと言われていますので、大変恐縮ですが、挨拶をしたあとで失礼いたしま

す。本当に時代は変わったなと思うのは、こういうところに日本歯科医師会が呼ばれて挨

拶をしてくれと言われることです。いままでは糖尿病は、もちろん歯周病との関連はある

とはいえ、歯科医は口の中だけを診ているというイメージが医師の中でも明らかに変わっ

てきている。そういう状況になってきていると思います。 

 そのことも含めて精一杯頑張ってまいりますので、学会のほうから EBM も含めて学問

的なバックアップがぜひとも必要であることは先生方もおわかりだと思います。今年 1 年、

なにとぞよろしくお願い申し上げたいと思います。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、本年 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理事長・学長、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。 

○川添会頭 第 22 回日本歯科医学会総会の会頭を担当させていただきます大阪歯科大学

の川添でございます。第 87 回の本日の評議員会の貴重な時間をいただきまして、ここで

一言ご挨拶をさせていただきたいと存じます。 

 昨年 7 月の評議員会以降、夏から秋にかけて、そして今日まで総会の柱となります学術

プログラムの編成をはじめ、各種レセプション関係の企画・検討、制作物の作成等々、大

会にかかわる諸準備を休むことなく、これまで進めてまいりました。 

 学術プログラムの確定についてですが、今回の学術プログラムでは大会の開催趣旨、メ

インテーマに即した演題、および講師の選定、さらに分科会プログラムとの調整と関係各

位には大変なご苦労をおかけしましたが、その甲斐ありまして大変すばらしい内容のもの

ができあがっております。会頭としてこの上ない喜びでございます。3 月にこの予報プロ

グラムを発刊しますので、皆様方もぜひご確認いただきますようにお願いいたします。 

 次に 4 月 2 日の月曜日からの事前登録の開始に向けた準備ですが、まずポスターとサー

キュラーの作成、これは本日の評議員会が初めてお披露目でございますので、壁にもずい

ぶん貼ってありますが、のちに配布させていただきたいと思います。ポスターにつきまし

ては先生方の目につくところにこのように掲示して大会の PR をしていただければ幸いに

存ずる次第でございます。 

 また出版物の企画・編集、そしてコングレスバッグの製作ですが、それらについて万遺

漏なきよう細心の注意を払いながら行っております。詳しい準備状況につきましては、こ

のあと田中準備委員長より報告させていただく予定です。 
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 年が明けまして、いよいよ開催年となりました。大会開催までの日数は今日から余すと

ころ 294 日です。本大会を契機にして歯科界が尐しでも活性化しますよう準備委員会では

大会の成功を期し、これまで以上の緊張感を持って全力を傾注して当たっている次第です。

なにとぞご支援、ご協力を賜りますように切にお願い申し上げまして、簡単でございます

が、私の挨拶と代え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。 

    ○平成 23 年度日本歯科医学会会長賞授賞式 

○議長（永田俊彦君） それでは「日程 5．平成 23 年度日本歯科医学会会長賞授賞式」を

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

たいと存じます。 

 

（授賞式場設営） 

 

○荒木副会長 それではただいまから平成 23 年度日本歯科医学会会長賞授賞式を執り行

います。受賞者の皆様方が会場に入場されます。どうぞ盛大な拍手でお迎えいただきたい

と存じます。（拍手） 

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

より発表を行います。よろしくお願いいたします。 

○栗原総務理事 ただいまから本学会の最高の顕彰であります日本歯科医学会会長賞、平

成 23 年度の受賞者のご功績について発表させていただきます。 

 まず初めに日本歯科医学会会長賞授賞基準第 3 条一号、「歯科医学・医術の研究に成果

を収め歯科医学・医療の向上に特に顕著な貢献があったと認められる者」に該当いたしま

す受賞者は、小林義典先生、田中貴信先生、天笠光雄先生でございます。続きまして同授

賞基準第 3 条二号の「歯科医学教育に 30 年以上従事し、その向上に特に著しい功績があ

ったと認められる者」に該当いたします受賞者は、福島俊士先生、下野正基先生、伊藤公

一先生でございます。続きまして同授賞基準第 3 条三号、「地域歯科医療に 30 年以上従事

し、地域において指導的な役割を担い、地域社会の歯科保健衛生の向上に著しい功労があ

ったと認められる者」に該当いたします受賞者は、村居正雄先生でございます。 

 平成 23 年度日本歯科医学会会長賞の受賞者は、以上 7 名の先生方でございます。すで

に評議員の先生方におかれましては、この授賞ならびに会長賞制度の趣旨はご存じのこと

と思いますので、早速、受賞者決定に至りますまでの経緯について簡単に報告申し上げま
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す。 

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

分科会代表者、歯科大学学長、大学歯学部長、ならびに日本歯科医師会会長よりご推挙い

ただきました候補者につきまして、本学会顕彰審議会において慎重審議を重ね、その答申

を受け、第 6 回常任理事会、ならびに第 4 回理事会において厳正なる協議のうえ授賞者を

決定いたしました。授賞者の功績概要につきましては、お手元の資料にございますが、各

先生のご功績につきましてここでは簡単にご紹介させていただきます。 

 小林義典先生は、日本歯科大学生命歯学部教授でいらっしゃいます。小林先生は咀嚼機

能の回復と維持の研究を中心に、歯科医学の発展向上に取り組まれました。主な研究課題

には、顎関節症の診断と治療の体系化や睡眠時ブラキシズムと睡眠時無呼吸の病態、診断、

治療などが挙げられます。また日本学術会議会員を務められ、歯科領域で初めて対外報告

書となる「咬合・咀嚼が創る健康長寿」を刊行され、咀嚼機能の回復と維持が今後の医療・

福祉分野等で不可欠であることを広く社会に伝達されました。本学会においても理事、評

議員、各種委員会委員を歴任され、会務の健全な運営に尽力されました。 

 続きまして田中貴信先生は、愛知学院大学歯学部長でいらっしゃいます。先生は、当時

日本ではまだ未成熟で組織化されていなかった顎顔面補綴学、および磁気歯科学の分野に

いち早く着目され、同分野の向上、発展に尽力し、多大な貢献をなさいました。磁気歯科

学の分野では、14 年に及ぶ研究開発の結果、昭和 64 年に世界に先駆け、確たる実用性を

備えた磁性アタッチメント「マグフィット」を商品化され、新たな臨床システムを確立さ

れました。本学会におきましても評議員、各種委員会委員として活躍なされ、会務の健全

な運営に尽力されました。 

 天笠光雄先生です。天笠先生は、東京医科歯科大学名誉教授でいらっしゃいます。先生

は、一貫して臨床に直結した口腔外科学の研究に専心され、口腔がんの診断、ならびに治

療成績の向上を図られ、口腔外科治療にきわめて有用な成果を得て、歯科医学の発展に多

大な貢献をなさいました。特に口腔白板症の悪性化に関する研究では、前がん病変の解明、

ならびにがん予防の観点から高い評価を得られています。本学会においても評議員、各種

委員会委員を歴任されるなど、会務の健全な運営に尽力されました。 

 福島俊士先生です。福島先生は、鶴見大学歯学部名誉教授でいらっしゃいます。先生は、

鶴見大学で臨床実習委員長、自己点検評価委員長、学生部長、歯学部長を歴任され、診療

参加型の臨床実習や教員の任期制の導入等、歯学部の充実と発展に尽力されました。また

補綴の専門診療における長期経過症例をもとに「臨床咬合学」等の数多くの書物を執筆さ

れ、臨床家の啓発に努められました。本学会においても理事、評議員、各種委員会委員と
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して会務の健全な運営に尽力されました。 

 下野正基先生です。下野先生は、東京歯科大学名誉教授でいらっしゃいます。先生は、

東京歯科大学で数々の要職を歴任されたほか、学外においても数多くの大学で非常勤講師

を務められるなど、歯科衛生士、および歯科医師の教育に多大な貢献をなさり、学内外の

若手研究者の育成に貢献されました。また FDI の教育委員会委員、理事として活躍され、

国際的視点から歯科医療の発展に努められました。本学会におきましても総務理事、各種

委員会委員として会務の健全な運営に活躍されました。 

 伊藤公一先生です。伊藤先生は、日本大学歯学部教授でいらっしゃいます。先生は、昭

和 47 年に日本大学歯学部を卒業以来、同校にて一貫して歯周病学・治療学の教育、研究、

臨床に努められました。歯科界における教育基盤の形成に多大な貢献を残されております。

また「歯周病の診断と治療の指針」等、歯周病学、予防学に関する重要な指針を中心とな

って作成され、その教育的効果は非常に高い評価を得られています。本学会におきまして

も常任理事、評議員会議長、第 21 回学会総会準備委員長、各種委員会委員として会務の

健全な運営に活躍されました。 

 最後に村居正雄先生です。村居先生は、上田小県歯科医師会、長野県歯科医師会の理事

として地域における歯科保健・医療活動に従事されるとともに、東南アジアを中心とした

国際協力活動も精力的に行われ、国内外を問わず歯科保健衛生の向上に貢献されました。

また日本歯科医師会の学術担当常務理事として、臨床研修必修化や日歯生涯研修セミナー

の一層の充実、日歯雑誌のアーカイブ化等に熱心に取り組まれ、幅広い活躍をなさいまし

た。本学会においても常任理事として会務の健全な運営に活躍されました。 

 以上受賞者の功績といたします。 

○荒木副会長 ここで受賞者の皆様方に江藤会長よりお祝いの言葉を申し上げます。江藤

会長、よろしくお願いします。 

○江藤会長 歯科医学会を代表いたしまして 7 名の先生方に歯科医学会会長賞のお祝いの

言葉を述べさせていただきます。 

 小林義典先生、田中貴信先生、天笠光雄先生、福島俊士先生、下野正基先生、伊藤公一

先生、村居正雄先生、本日はまことにおめでとうございます。7 名の先生方のこれまでの

ご研鑽、ご精進につきまして心から敬意を表したいと思います。私も同年代ですが、いわ

ば 20 世紀の後半の日本の歯科医学の進歩に大変な貢献を受賞された先生方はされておら

れます。改めて会を代表して御礼を申し上げたいと思います。 

 さて一つエピソードをご紹介いたしますと、本日ご受賞された小林義典先生、村居正雄

先生、それから 5 年前にやはり村居先生と同じ地域歯科医療部門で受賞された谷口先生が、
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昭和 36 年に長野県の上田高校で、同じ学年の同じクラスだったそうです。本日その同じ

クラスからお二人がご受賞された。長野県は教育県だなという感じがいたします。 

 この 7 人の先生方はまだお若い、まだ活力十分です。歯科界が大変困難な時期に、ぜひ

今後とも若い世代に向かってご指導、ご教授をいただきたいと思います。会を代表してこ

こでお願いをさせていただきます。本日は大変おめでとうございました。（拍手） 

○荒木副会長 これより顕彰状、ならびに勲章の贈呈を行います。まず授賞基準第 3 条一

号に該当いたします歯科医学・医術の研究の発展にご貢献されました小林義典先生、どう

ぞ前にお進みください。 

○江藤会長 日本歯科医学会会長賞、小林義典殿。あなたは、歯科医学・医術の研究に多

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

績をたたえ、日本歯科医学会会長賞を贈り、これを表します。平成 24 年 1 月 20 日。日本

歯科医学会会長、江藤一洋。（拍手） 

○荒木副会長 続いて田中貴信先生、前へどうぞ。 

○江藤会長 日本歯科医学会会長賞、小林貴信殿。以下同文でございます。平成 24 年 1

月 20 日。日本歯科医学会会長、江藤一洋。（拍手） 

○荒木副会長 続いて天笠光雄先生、前へどうぞ。 

○江藤会長 日本歯科医学会会長賞、天笠光雄殿。以下同文です。平成 24 年 1 月 20 日。

日本歯科医学会会長、江藤一洋。（拍手） 

○荒木副会長 続きまして、授賞基準第 3 条二号に該当いたします歯科医学教育の向上に

多大なご貢献をされました福島俊士先生、前へどうぞ。 

○江藤会長 日本歯科医学会会長賞、福島俊士殿。あなたは、歯科医学教育に 30 年以上

従事し、その向上に特に顕著な貢献がありました。よってここにその功績をたたえ、日本

歯科医学会会長賞を贈り、これを表します。平成 24 年 1 月 20 日。日本歯科医学会会長、

江藤一洋。（拍手） 

○荒木副会長 続いて下野正基先生、前へどうぞ。 

○江藤会長 日本歯科医学会会長賞、下野正基殿。以下同文でございます。平成 24 年 1

月 20 日。日本歯科医学会会長、江藤一洋。（拍手） 

○荒木副会長 続いて伊藤公一先生、前へどうぞ。 

○江藤会長 日本歯科医学会会長賞、伊藤公一殿。以下同文でございます。平成 24 年 1

月 20 日。日本歯科医学会会長、江藤一洋。（拍手） 

○荒木副会長 続きまして、授賞基準第 3 条三号、地域歯科医療の向上に多大なるご功績

を残されました村居正雄先生、前へどうぞ。 
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○江藤会長 日本歯科医学会会長賞、村居正雄殿。あなたは地域歯科医療に 30 年以上従

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

科医学会会長賞を贈り、これを表します。平成 24 年 1 月 20 日。日本歯科医学会会長、江

藤一洋。（拍手） 

○荒木副会長 それではただいまより受賞されました先生方を代表いたしまして、小林義

典先生より謝辞をいただきたいと存じます。小林先生、よろしくお願いいたします。 

○小林義典君 皆さん、こんにちは。今日はこのような名誉ある賞を頂戴し感謝に堪えま

せん。御礼申し上げます。先ほど控室でお一人ずつ、あなたどう思っているか、感謝して

いるのか、嬉しいかと言ったら、全員が嬉しいとおっしゃっていました。本当にありがと

うございました。 

 ご承知のように激変した社会環境によって、いろいろなことが皆さんのところにものし

かかっていると思います。たとえば医療経済は破綻的な状況、睡眠障害、医療の倫理の問

題から昨今はまたインプラントが話題になっております。しかしいろいろなことをよく調

べてみますと、われわれが長く、約 1 世紀近く、正確には数十年ですが、歯科医療、ある

いは歯科臨床というのは、咀嚼機能の回復とその維持だと。 

 最近特にここ 20 年ぐらいは健康から福祉まで含めますが、いろいろな科学的な研究結

果を見ると今後の健康、医療、福祉、要するに全般的なところですが、歯科を除外して考

えることはできません。それだけ非常に重要だということがはっきりしてきました。これ

は皆さんもご承知の方はいろいろな雑誌等で、内科から精神科、あるいは小児の軽度・広

汎性発達障害など、いろいろなことが全部かかわってきましたところですが、これからは

本当の意味の連携をしなくてはいけません。そのためにはわれわれ歯科がもっと勉強して、

努力しなければいけません。これははっきりしています。 

 ですから学会の役員を拝命し、会務にあたる中で、何とかこう改革していったらいいの

ではないかと、それをいまこの会が原案をつくって、各専門学会に配布されています。そ

れを読むと、ああ、時代もそうなってきたのだなと。ですから今後の日本歯科医学会の将

来に本当に期待しております。そういう意味で今日は授賞ということになりましたけれど

も、本日改めて御礼を申し上げます。今後ともどうかよろしくお願いいたします。（拍手） 

○荒木副会長 小林先生、ありがとうございました。受賞されました先生方、まことにお

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

 以上をもちまして授賞式を終了いたします。それでは受賞されました先生方がご退場さ

れます。拍手をもってお見送りください。（拍手） 

 これをもちまして平成 23 年度日本歯科医学会会長賞授賞式を終了いたします。ご協力
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ありがとうございました。 

○議長（永田俊彦君） 荒木副会長、ありがとうございました。それでは場内整理を行い

ますので、ここで 10 分間、休憩させていただきます。 

 

（休憩） 

 

    ○報告 

○議長（永田俊彦君） それでは「日程 6．報告」に入りたいと存じます。「（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 では「一般会務報告」をさせていただきます。お手元の資料 1、1 ペー

ジ目からですが、かいつまんでご報告させいただきます。昨年 7 月 19 日以降、昨日まで

でございます。 

 7 月 19 日に第 86 回評議会を開催しています。7 月 26 日、第 1 回の歯科医療技術革新

推進協議会を開催させていただいております。先ほど江藤会長、あるいは大久保会長から

お話がありましたが、平成 23 年度の学術講演会を鹿児島で 7 月 31 日、栃木で 8 月 28 日、

岐阜で 9 月 4 日、福島県で 12 月 4 日に開催させていただき、それぞれ多数のご参加をい

ただきました。 

 2 ページ、9 月 2 日、本年度のプロジェクト研究者打ち合わせ、テーマ B「歯の破折の

診断・治療に関するプロジェクト研究」を開催しています。同日、テーマ A「高齢者の歯

科治療時の全身的リスク評価に関するプロジェクト研究」の打ち合わせも開催しています。

9 月 12 日、第 4 回常任理事会を開催しました。 

 3 ページ、9 月 20 日、厚生労働省から本年度受託事業がありますが、その班長会議を開

催しました。9 月 29 日、第 1 回専門分科会資格審査委員会を開催し、その後第 3 回まで

委員会を開催していただき、本日も議題が出されています。 

 4 ページ、10 月 14 日、第 5 回常任理事会を開催しています。10 月 17 日、先ほど表彰

がありましたが、第 1 回の顕彰審議会を開催しています。同日、厚生労働省の受託事業の

偶発症予防班の第 1 回の会議、10 月 24 日には同じく厚生労働省受託事業の院内感染対策

班の第 1 回の会議、5 ページですが、10 月 31 日に同じく厚生労働省受託事業のインプラ

ント班の第 1 回の会議を開催しています。 

 11 月 11～12 日に本年度の日本歯科医学会ワークショップ、「歯科医療技術に関する評価

の総括」をテーマに討議を行い、本年度は歯科医師会の先生方のご参加もいただいて開催
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させていただきました。11 月 14 日、「口腔ケアのガイドラインの策定に向けたプロジェク

ト研究」の第 1 回の会議を開催しました。 

 6 ページ、12 月 12 日、学会第 2 回の代表者会議を開催し、公益法人制度改革等につい

てご説明をさせていただき、本日の議題にもさせていただいています。同日、第 6 回常任

理事会を開催しました。 

 7 ページ、本年に入り、1 月 7 日、第 28 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進

する集い」を開催させていただき、今回は 11 題の口頭発表、およびポスター発表があり

ました。参加者は 125 名でした。 

 8 ページ、1 月 13 日に第 7 回常任理事会を、同日第 4 回の理事会を開催させていただき、

本日の議題等を確定しました。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「（2）第 22 回日本歯科医

学会総会報告」です。準備状況報告を準備委員長の田中昭男先生からお願いいたします。 

○田中準備委員長 それでは第 22 回日本歯科医学会総会の進捗状況をご報告させていた

だきます。お手元の資料の 9 ページをご覧いただきたいと思います。平成 23 年 7 月 19 日

から昨日までの分です。 

 まず 9 ページ、9 月 6 日に第 3 回国際セッション委員会、第 3 回講演・シンポジウム委

員会を開催し、プログラム等について協議しました。9 月 12 日には第 8 回常任委員会を開

催し、その際に未承認医薬品、そして器材等を使用する発表について協議した結果、倫理

委員会等を通しているかどうかについてアンケートを取り、結果的には別に支障はないと

いうところです。そのときにサーキュラーの製作を協議して、本日のお手元に資料として

配布させていただきました。9 月 26 日には第 2 回の総務部会を開催し、ソーシャルイベン

トについて協議しています。 

 10 ページ、10 月 31 日には第 3 回テーブルクリニック・ポスターセッション委員会を開

催し、ほぼ概要を決めていただいています。11 月 29 日にそれを受けたかたちの第 4 回学

術部会が開催されています。12 月 9 日には第 9 回常任委員会を開催し、最終的なかたちが

あらかた決まっています。詳細についてはこのサーキュラーをご覧いただいて、補足をさ

せていただきたいと思います。 

 表紙がこのようなかたちですが、中の「開催概要」をご覧いただきたいと思います。そ

の学術プログラムを中心に申し上げていきますが、開会講演については山中伸弥先生にお

願いすることで決まっています。ただ従来とちょっと違い、日程的に開会式の直前の 11

月 9 日に行います。それは山中先生のご都合もあり、そのように変更です。 

 その下に講演等があります。講演は 10 題、シンポジウムは 16 題、国際セッションは講
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演が 1 題、シンポジウムが 4 題です。歯科衛生士セッション、技工士セッションについて

はそれぞれ 1 題ずつです。ランチョンセミナー、サテライトは現在調整中です。テーブル

クリニックは 47 題の応募をいただいています。ポスターセッションは 430 題で、うれし

い悲鳴を上げておりますが、会場のレイアウトを変えることになりました。視聴覚プログ

ラムは現在 30 題です。市民プログラム、そして公開フォーラムについては現在調整中で

す。そのほか学生さんが発表する DSP については 25 題です。 

 その下の分科会プログラム、これは今回初めての試みですが、23 の分科会からお申し込

みをいただき、枠としては 22 になります。二つの学会が合同でされるということで 1 枠

が減ったかたちで、いま 22 です。会場は二つ、国際会議場とインテックス大阪になりま

す。インテックス大阪で開催される行事は、その上のテーブルクリニック、そしてポスタ

ーセッション、そして分科会プログラムです。そのほかについては国際会議場で開催しま

す。 

 登録については、先ほど会頭からご挨拶の中でありましたように 4 月 2 日からネットで

実施することになります。 

 裏のページを見ていただきますと会場の位置関係が出ています。国際会議場とインテッ

クス大阪、この間はシャトルバスでご参加の方々をお送りすることになっています。 

 このサーキュラーは、第 1 弾で、今後さらに煮詰まってきたものが第 2 弾として出てま

いります。以上ご報告させていただきました。奮ってご参加のほど、よろしくお願いいた

します。どうも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。続いて「（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 それでは資料番号 3①をご覧ください。12 月末現在の学会会計の現況で

す。 

 「Ⅰ 事業活動収支の部」、収入は、第一款、特定資産の運用収入 153 万円、第二款、

学会会費収入が 0 円、第三款、専門分科会分担金収入 390 万円、第四款、広告収入 0 円、

第五款、雑収入 57 万円、これは大口定期預金の利息収入および受託著作物の複写使用料

によるものです。第六款、他会計からの繰入金はございません。よって収入合計は、601

万円です。 

 支出ですが、第一款、事業費支出 7800 万円、内訳としては、会員顕彰費 32 万円より人

件費の 1331 万円までです。第二款、管理費支出は 3105 万円、内訳は、会議費 1282 万円、

事務費 1823 万円、租税公課は 0 円です。第三款、他会計への繰入金支出は 5474 万円。

よって支出の合計は、1 億 6380 万円ですので、収支差額はマイナス 1 億 5779 万円です。 
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 「Ⅱ 投資活動収支の部」、収入は第一款、特定資産取崩収入の 5474 万円、支出は第一

款、特定資産取得支出 6000 万円ですので、収支差額はマイナス 525 万円です。 

 「Ⅲ 財務活動収支の部」、および「Ⅳ 予備費支出」はございません。したがって当期

収支差額は、マイナス 1 億 6304 万円、前期繰越を合わせた次期繰越収支差額は、1 億 2252

万円です。 

 続きまして資料 3②です。これは 12 月末現在の学術大会会計の現況報告です。「Ⅰ 事

業活動収支の部」です。収入は、第一款、参加登録料収入は 0 円、第二款、事業収入とし

て分科会プログラムや会場費収入 651 万円、第三款、補助金収入、第四款、広告収入は 0

円、第五款、他会計からの繰入金収入は学会会計からの繰入金収入、5474 万円、第六款、

雑収入はありません。よって収入の合計は 6126 万円です。事業活動の支出の合計は、1303

万円、内訳として第一款、事業費の大会運営費より大阪国際会議場の会場使用手付金とし

て 511 万円、第二款、管理費の大会準備費の旅費など 791 万円です。「Ⅱ 投資活動」、「Ⅲ 

財務活動」、および「Ⅳ 予備費」の計上はございません。したがいまして当期収支差額は

4823 万円で、前期繰越と合わせた次期繰越の収支差額は、4955 万円です。以上です。 

○議長（永田俊彦君） どうも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 会長報告につきましては、のちほど提案をさせていただきます議事の「第 8

号議案 学会機構改革に関する件」に関連しますので、8 号議案の提案説明と併せて会長

報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） ただいま江藤会長からお話がありましたように、会長報告の取り

扱いについては第 8 号議案の提案説明の際に併せて行うということでご了解いただきます

ようお願いします。 

 続きまして「（5）日本学術会議報告」を本学会理事の古谷野潔先生よりお願いいたしま

す。 

○古谷野理事 ご報告申し上げます。ご承知かと思いますが、昨年の 10 月 1 日より第 22

期の学術会議がスタートしています。第 22 期の学術会議の歯学分野の会員は北海道大学

の戸塚靖則教授、東京医科歯科大学の山口朗教授、そして私、古谷野の 3 名です。なお東

京大学の口腔外科の高戸教授が臨床医学のほうで学術会議会員になっておられますので、

高戸教授にも歯学委員会に参加していただくことになっており、歯科関係では 22 期は 4

名の会員でスタートです。 

 この 22 期が始まる前に、21 期の最後のところでは、「歯学分野の展望、課題とアクショ

ンプラン」という提言、それから「歯学教育改善への提言」、二つの文書をまとめて関係各
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所に配布しています。 

 今期 22 期ですが、歯学委員会の委員長は北海道大学の戸塚教授で、本来ならば戸塚教

授が委員長としてここでご報告するところですが、私が理事として出席しておりますので、

代わって私が報告しております。 

 22 期は、歯学委員会の下に従来と同じ分科会、臨床系歯学分科会、これは委員長を私、

古谷野が務めることになっています。それから病態系歯学分科会は高戸教授、基礎系歯学

分科会は山口教授、歯学教育分科会は前田健康教授、歯科医療制度に関する検討分科会は

私が担当することになっています。この五つの分科会で活動を進める予定ですが、臨床系

歯学と病態系歯学は、今期は統合して合同で活動することになっています。 

 10 月以来、都合 3 回歯学委員会を開催し、今期の活動の方向性について検討しました。

その結果、今期は特に超高齢社会における歯学・歯科医療に視点を当てて、歯学委員会、

ならびに各分科会で取り組んでいくことが決まっています。今後各分科会においてそうし

た下での分科会ごとの活動内容について検討し、進めていくことになっています。以上で

す。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。以上 5 項目の報告が行われましたが、こ

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

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

よりご発言をお願いいたします。ではご質問のある方は挙手をお願いいたします。 

 報告事項に関して、特にございませんか。ではないようでございます。それでは執行部

から、このほかに追加報告はございませんか。 

○栗原総務理事 執行部ではこれ以外用意はございません。 

○議長（永田俊彦君） ないということですので、以上をもちまして「日程 6．報告」は

終了いたしました。 

    ○議事 

    ○第 1 号議案 認定分科会への登録に関する件 

○議長（永田俊彦君） 引き続き「日程 7．議事」に入りたいと存じます。それでは「第

1 号議案 認定分科会への登録に関する件」についての提案説明を栗原総務理事、お願い

いたします。 

○栗原総務理事 それでは資料 4 をご覧ください。第 1 号議案です。 

 提案理由は、昨年 11 月に専門分科会資格審査委員会より日本口腔腫瘍学会については、

日本歯科医学会認定分科会への登録を可とする答申を受けました。これを受けて理事会に
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おいて慎重なる審議の結果、学会の成立の理念、および活動状況を踏まえ、日本口腔腫瘍

学会については、平成 24 年 4 月 1 日付で日本歯科医学会認定分科会への登録を認める結

論に至ったので、ここに提案するものです。 

 参考資料として、専門分科会審査委員会委員長の高木先生からの答申書をお付けしてい

ます。またこの審議に関しては、日本歯科医学会規則第 29 条の 2、日本歯科医学会認定分

科会承認基準にのっとって審査してまいりました。以上です。 

○議長（永田俊彦君） 第 1 号議案の別紙に登録に関する提案理由が示してあります。そ

れでは「第 1 号議案 認定分科会への登録に関する件」についてのご質問をお受けいたし

ます。ご質問のある方は挙手を願います。ございませんか。 

 では特にご質問はないようですので採決に入りたいと存じますが、ご異議ございません

か。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） ご異議がないようですので採決をしたいと思います。認定分科会

への登録につきましては、日本歯科医学会認定分科会承認基準の 8 に「評議員会は、当該

答申学会の登録の可否について、学会規則第 19 条第 1 項の規定により、議決する」と定

められております。また日本歯科医学会規則第 19 条第 1 項には「評議員会の議決および

承認は、出席評議員の多数決による」と規定されています。しかしながら採決の方法につ

きましては規定されておりません。 

 ここで議場にお諮りいたします。「第 1 号議案 認定分科会への登録に関する件」につ

きましては、本学会組織の根幹にかかわる重要案件です。当然慎重かつ公正な審判が求め

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

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

でしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） ご異議はないようでございます。それでは「第 1 号議案 認定分

科会への登録に関する件」の採決方法は、所属する分科会名、または地区名を記入する特

定記名投票により行います。なお、あらかじめ投票用紙には所属する分科会名、または地

区名が明記されております。 

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

票立会人を 3 名選出したいと存じますが、いかがでしょうか。 

 この提案に賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
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○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。投票・開票立会人の選出ですが、議長よ

り指名させていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。異議ないようでございますので、議長よ

り指名させていただきます。30 番、永山評議員、32 番、森田評議員、51 番、浅野評議員、

以上の 3 名の評議員の先生方にお願いいたしたいと存じます。3 名の先生方には後ほどご

登壇していただきます。 

 次に氏名点呼の取り扱いについてですが、本会議に先だって行われた氏名点呼から遅れ

てご出席された方もおられると思いますので、ここに出席評議員数、すなわち投票者数の

確定が必要となります。したがいまして投票に入りましたら、お名前をお呼びし、これを

もって氏名点呼に代えさせていただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 ありがとうございます。ご異議ないようでございますので、そのようにさせていただき

ます。それではこれより投票のための設営を行いますので、しばらくそのままでお待ちい

ただきたいと存じます。では設営をお願いいたします。 

（投票のための設営） 

○議長（永田俊彦君） 設営が終了したようですので、これより「第 1 号議案 認定分科

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

入する特定記名投票により行います。 

 まず投票用紙についてご説明申し上げます。投票用紙には「日本口腔腫瘍学会」と記載

されています。学会名の上段に四角の枠を設けてあります。その四角の欄に、登録に賛成

の場合は○、反対の場合は×を記入してください。なお白票については無効票として取り

扱います。 

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

側より登壇してください。投票用紙は、投票用紙公布係、事務局が手渡します。なお投票

用紙の交付を受ける際、ご自身の氏名を告げてください。投票所の混乱を防ぐため、数名

ずつお名前をお呼びいたします。立会人の方、および正副議長も順序に従って投票を行い

ます。投票所には黒鉛筆を備えておりますので、原則として備え付けのものをご利用いた

だきます。 

 これより投票箱の検査をいたしますので、立会人の方はご登壇ください。 

 では事務局のほうでふたを開けて立会人、議長、および議場に見せてください。 

 それでは投票に入ります。事務局が氏名を読み上げますので、呼ばれた方は舞台正面に

向かって左に設置しております投票用紙交付所にて投票用紙を受け取り、投票をお願いい
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たします。 

（投票） 

○議長（永田俊彦君） 投票漏れはございませんか。投票されていらっしゃらない方はご

ざいませんね。ないものと認めます。投票は終了いたしました。 

 では評議員総数 60 名中、出席評議員 58 名、欠席評議員 2 名、したがいまして投票者総

数は 58 名となりますことを確認いたしました。では事務局のほうで開票をお願いいたし

ます。なお立会人の方は票にお触れにならないようにお願いいたします。 

（開票） 

○議長（永田俊彦君） では投票結果を発表いたします。投票総数 58 票、有効投票総数

56 票、無効投票総数 2 票です。賛成票数 55 票、反対票数 1 票です。以上が投票結果でご

ざいます。 

 以上の結果、「第 1 号議案 認定分科会への登録に関する件」につきましては、出席評

議員の過半数の賛成を得ました。したがいまして日本口腔腫瘍学会の認定分科会への登録

は承認され、可決、確定いたしました。立会人の方々、大変ご苦労様でした。お席へお戻

りください。ありがとうございます。これより議場を元に戻しますのでお待ちください。 

    ○第 2 号議案 日本歯科医学会規則の一部改正 

○議長（永田俊彦君） 引き続きまして「第 2 号議案 日本歯科医学会規則の一部改正」

を議題といたします。「第 2 号議案 日本歯科医学会規則の一部改正」についての提案説

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 5 をご覧いただきたいと存じます。第 2 号議案です。ただいま第 1

号議案において日本口腔腫瘍学会の日本歯科医学会認定分科会への登録が承認されました

ことに伴いまして、日本歯科医学会規則の一部改正を行いたいと存じます。 

 1 枚めくっていただきますと、改正の内容ですが、日本歯科医学会規則の一部を次のよ

うに改正する。第 29 条に次の一号を加える。「十九 日本口腔腫瘍学会」。そして附則と

して次の 1 項を加えさせていただきます。「附則 この規則は、平成 24 年 4 月 1 日から施

行する」。右のページに、右側が現行、左側が改正条文案の表をお付けしています。以上で

す。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。それでは「第 2 号議案 日本歯科医学会

規則の一部改正」に対し、ご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手を願います。 

 ないようでございます。それでは採決をしたいと思います。 

 「第 2 号議案 日本歯科医学会規則の一部改正」にご賛成の方は挙手を願います。 
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（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 日本歯

科医学会規則の一部改正」は可決確定いたしました。 

    ○第 3 号議案 日本歯科医学会認定分科会承認基準の一部改正 

○議長（永田俊彦君） 続きまして「第 3 号議案 日本歯科医学会認定分科会承認基準の

一部改正」を議題といたします。「第 3 号議案 日本歯科医学会認定分科会承認基準の一

部改正」についての提案説明を荒木副会長にお願いいたします。 

○荒木副会長 それでは第 3 号議案につきましてご説明いたします。お手元の資料 6 をご

覧ください。 

 「日本歯科医学会認定分科会承認基準の一部改正」、提案理由ですが、認定分科会承認基

準は、本学会の組織基盤をさらに拡充し、その求心力と影響力の強化を図ることを目的に、

平成 19 年 4 月に施行されました。同承認基準の制定趣旨を十分に踏まえ、いわゆる萌芽

的学会や既登録認定分科会とは異なる新しい学術領域、学際領域の探索を行っている学会

の新規登録を推進するため、その資格審査を迅速かつ的確に処理する必要性から、同承認

基準の一部改正を行いたいということです。 

 なお参考資料として、皆様方のお手元に「日本歯科医学会認定分科会承認基準」という

両面で印刷されたものがありますので、そちらを見ていただきますと、認定分科会の資格

承認基準の 1 ページ目の第 2 項に細かく書かれています。今般、基準を改正したいのは、

次の裏の 2 ページ目ですが、もちろん第 3 号議案を見ていただければわかりますが、第 4

項につきまして、資格審査は資格審査委員会に会長が諮問するのですが、その諮問を現行

の条文では「登録の可否」と書いてありますが、この「登録の可否」を「登録資格の審査」

と改めさせていただきたいと思います。 

 その変更に引き続き、その次からの項目が全部変わります。第 5 項については、「可否

を」が「審査結果を」となり、資格審査委員会が最終的に「審査結果を」会長宛に答申し

ていただくというかたちに変わります。 

 それから第 6 項、「登録を否とする答申を受理したときは、理事会の議を経て当該答申

学会に」という文章を、「答申を受理し、理事会の議を経て登録を否とする学会」にする。

それから第 7 項は、「登録を可とする答申を受理したときには、理事会の議を経て当該答

申学会の」という部分を「資格審査委員会から答申を受理し、理事会の議を経て登録を可

とする学会の」と改めさせていただきます。 

 なおこの「附則」として、「この基準は平成 24 年 4 月 1 日から施行する」という一文を
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付けさせていただきます。 

 この改正を、現行の条文と改正条文の比較としてわかりやすく皆様方のお手元の資料 6

の 3 ページ目に、最終的にこのようなかたちに条文を変えたいという提案です。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す。それでは「第 3 号議案 日本歯科医学会

認定分科会承認基準の一部改正」についてのご質問をお受けいたします。ご質問のある方

は挙手を願います。 

 ございませんか。なければ採決に入りたいと存じますがよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） それでは「第 3 号議案 日本歯科医学会認定分科会承認基準の一

部改正」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 3 号議案 日本歯

科医学会認定分科会承認基準の一部改正」は、可決確定いたしました。 

    ○第 4 号議案 平成 23 年度学会会計収支補正予算 

○議長（永田俊彦君） 続きまして「第 4 号議案 平成 23 年度学会会計収支補正予算」

を議題といたします。「第 4 号議案 平成 23 年度学会会計収支補正予算」についての提案

説明を山﨑常任理事にお願いいたします。 

○山﨑常任理事 それでは第 4 号議案についてお諮りいたします。本学会が厚生労働省よ

り歯科保健医療情報収集等事業を受託したことによる補正予算です。収入の第 5 款受託金

収入として、本事業にかかわる受託金 2167 万円を計上しております。2 ページの支出で

すが、上から 3 行目、「受託事業関係費支出」として、本事業にかかわる支出 2553 万円を

計上しました。これにより事業活動収支差額は、マイナス 218 万円となり、当期収支差額

はマイナス 3143 万円となります。当期繰越収支差額を合わせた次期繰越収支差額は 1 億

6856 万円となります。以上ご審議のほど、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 4 号議案 平成 23 年度

学会会計収支補正予算」についてのご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手を

願います。 

 いらっしゃいませんか。なければ採決に入りたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） ご異議ないようでございますので、採決いたします。「第 4 号議
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案 平成 23 年度学会会計収支補正予算」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 4 号議案 平成 23

年度学会会計収支補正予算」は可決確定いたしました。 

○山﨑常任理事 議長。お願いがございます。ただいま第 4 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。この予算に関しては、日本歯科医師会の常務理

事会ならびに理事会、そして予算決算特別委員会の審議、ならびに審査を経まして、3 月

に開催されます日本歯科医師会の代議員会において審議、可決といった手順、手続きを踏

まなければならないわけでございます。したがいまして、この審議経過の中で、どうして

も微調整する部分が出てくることがあ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。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） ただいま山﨑常任理事からご提案いただきましたように、微調整

をする部分が出る場合、学会長にご一任いただきたいというご意見がございました。その

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（永田俊彦君） ありがとうございます。それではご異議がないようでございます

ので、ご承認いただいたものとさせていただきます。 

    ○第 5 号議案 平成 24 年度日本歯科医学会事業計画 

○議長（永田俊彦君） 続きまして「第 5 号議案 平成 24 年度日本歯科医学会事業計画」

を議題といたします。「第 5 号議案 平成 24 年度日本歯科医学会事業計画」についての提

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 8 をご覧ください。第 5 号議案です。「平成 24 年度日本歯科医学会

事業計画」、「Ⅰ 重点計画」は、歯科医療への学術的根拠の提供、以下 6 項目です。続い

て「Ⅱ 一般計画」は、会員の顕彰、ホームページによる広報活動の強化、以下 8 項目で

す。「Ⅲ その他」として 6 項目を挙げさせていただいております。とりわけ下の二つ、5

番、6 番ですが、本日もご報告があり、会計収支もご承認いただいていますが、「第 22 回

日本歯科医学会学術大会（総会）の準備および開催」、6 番目の「日中歯科医学大会 2012

の準備および開催」です。以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） どうもありがとうございました。それでは「第 5 号議案 平成 24

年度日本歯科医学会事業計画」についてのご質問をお受けいたします。ご質問のある方は
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挙手を願います。お名前と所属を。 

○富野評議員（北海道・東北地区） 47 番、北海道・東北地区の北海道の富野と言います。

よろしくお願いします。まず 1 点、最初に今日の案内が 1 月 17 日にお出ししているよう

でして、私どもに届いたのが 19 日ですから、会務関係で不在の場合はまったく事前に書

類に目を通さないままに体だけがこちらに来るということになりますので、もう尐しスピ

ーディに書類配布をお願いしたい。まず 1 点申し上げます。 

 それからもう 1 点、事業計画の前に簡単な質問だけいたしますが、次の資料 9、次号の

議案に関係する 2 ページに、歯科医療協議会支出が次年度は今年度に比べて 390 万円予算

が縮小になっていますが、この歯科医療協議会という中身をお教えいただけないでしょう

か。 

○議長（永田俊彦君） いま富野評議員から質問がありましたが、では会長からお願いい

たします。 

○江藤会長 資料の送付が遅れてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。それか

ら歯科医療協議会につきましては、荒木副会長から回答いたします。 

○荒木副会長 ご質問ありがとうございます。歯科医療協議会は、一番のメインは保険医

療の改定にかかわるさまざまな学術的な根拠を出すことについての活動を行っております。

したがいまして今年度のように、ちょうど改定の時期に当たっている場合は、頻繁に会議

等が行われますので、今年につきましては 460 万円というかなり大きな予算で執行させて

いただきますが、次年度ももちろん活動はいたしますが、いわゆる改定の年ではありませ

んので、今年のような活発な活動をしないということが前提で、このようなかたちで減ら

させていただきました。 

○富野評議員（北海道・東北地区） わかりました。それではそれを踏まえて質問いたし

ます。まず私は、歯科保健医療の現場を最もよく知っている開業医の団体の立場で申し上

げたいと思います。 

 今日当日資料で、江藤会長の資料が出ましたので、これを読んで初めて気がついたのは、

重点計画の 1 点目が、これはたぶんタイムスタディ等々のことも入っているのだろうと思

って読んできましたけれども、実は違ったということです。そういうことで話をちょっと

変えますが、今年度、タイムスタディをつくっていただいて、それが 24 年度の診療報酬

改定でどのようなかたちでそれが反映されているかは正直わかりません。しかしこのタイ

ムスタディが今後の診療報酬改定で有効に利用されるということが必要なわけですから、

そうすると極端な予算編成、390 万円ぐらい減るわけですが、これは不断に行われるべき

ことなので、もう尐し予算を増やして日本歯科医師会とのやりとりを十分にすべきではな
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いだろうかという疑問が一つあります。 

 一つは、技術の正当評価ということもありますし、歯科大学病院も赤字経営のところが

多いわけですから、やはりこういう技術評価を点数に反映するためには日本歯科医師会と

日本歯科医学会が連携を取って回数はわかりませんが、従来に匹敵するか、もしくは若干

尐なめでも結構ですから予算を取って十分な議論をしていかないと、また 2 年後には同じ

ようなことが来るということですので、ぜひそのようなかたちにお願いをしたいと思いま

す。 

 それから江藤先生があとからお話になるのだと思いますが、この「歯科医学会の使命」

にいろいろ書いてありますが、ほとんどが外向きの中身で、いわゆる内向きの議論は法人

移行したあとにこういうものが新たに出てくるのかなと思います。この重点計画の設定の

仕方がこれでいいのかどうかわかりませんけれども、日本歯科医師会の事業に協力という

ところに含まれているのだろうと思いますが、これは先ほど申しましたように正当な技術

評価をもって病院歯科医なり歯科大学の病院もそういうところに十分な点数配点ができる

ようなことを、これは学会としてももう尐し考えていってほしいと開業医の団体としては

思っています。そのことをお聞きしたいと思います。 

 最後にもう 1 点、希望ですが、1 番目の「歯科医療への学術的根拠の提供」という文言

ですが、私どもの業界で一番欠けるのは歯科医療経済学の分野です。ここがまったく手つ

かずの状態になっている。この歯科医療経済学というのは経営学ではありませんので、国

民を幸福にするためにどの分野に税金や医療費を多く付けるかということで、医療費を縮

小するのが医療経済学ではありません。この歯科医療経済学の分野の立ち遅れが医科との

技術格差に結びついていると思いますので、歯科医学会の事業計画の重点方向として、私

は歯科医療経済学の推進を事業の中にぜひ取り入れていただきたい。 

 その 2 点についてご質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） 執行部、江藤会長、よろしくお願いします。 

○江藤会長 非常に多岐にわたりますが、大変重要なご指摘をありがとうございました。

私の会長報告のときに、いま富野先生がおっしゃったように報告しようと思ったのですが、

せっかくのご質問ですからお答えします。 

 まず予算の面はともかくとして、歯科医療協議会は重点計画の歯科医療への学術的根拠

の提供の一つの受け皿です。そこがどういったことを主体にやるかというと、2 年おきの

診療報酬の改定に伴い、歯科医療技術の評価・再評価を各分科会にアンケートでお願いし

ています。その答えていただいたものを優先順位をつけて中医協に送ります。今回、中医

協に出したのは約 80 項目でそのうち 16 項目が今回通っていますが、それは平成 24 年で
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あれば 23 年の 6 月に提出です。ですから 22 年の 10 月あたりからアクションを起こし、

各分科会にお願いして評価・再評価のアンケート調査をしています。そういったアンケー

ト調査の背景には、診療ガイドラインがあります。 

 それからプロジェクト研究は、近々に臨床の現場に下ろせるということです。ですから

このプロジェクト研究に採用されたものは、次の段階ではガイドラインに、その次の段階

では診療報酬の改定に伴う指針、それで診療報酬の評価・再評価に入れていく。そういう

道筋です。 

 それからタイムスタディについては、2004 年に日本歯科医師会でやっていただきました

が、そのときには直に診療報酬の改定には使用されておりません。それを外保連のように

このタイムスタディを直に使おう。使おうというのは技術の評価だけではなくて、かかっ

たコスト、いわば技術料に伴うパラデンタルのコスト、施設・設備費の減価償却、消耗品

等、それらを含めて合理的な保健・医療の価格を出すための一番基本的なデータです。 

 そういったことで 28 年前から外保連がやっていますから、それを一気に縮めることは

なかなか難しい。それで 2004 年、2006 年、2008 年と順次このタイムスタディの内容の

充実を図っていきたいというところです。 

 2 点目にご指摘の医療経済学はどうするのか。これは医学のほうは医療経済学という講

座がもうほとんどの大学にありますが、残念ながら歯科のほうはありません。先生のご指

摘の点は、これはたとえばの話ですが、歯科の総医療費は 2 兆 5000 億円です。なぜ 2 兆

5000 億円なのか。それをどうして 4 兆円にしないのか。4 兆円の学術的な根拠は、こうい

う根拠にして将来的な展望を開いていったらどうか。それを歯科医学会でやったものかど

うか。これは日歯がおやりになるのか、連盟がおやりになるのか。 

 実は個人的にはいろいろな先生方にお聞きしていますが、そうするとこれは全体でやれ

ばいいじゃないか、学術的なところをいま富野先生がご指摘のように歯科医療経済学とし

てきちんと学術的に歯科の総医療費を増やすための合理的な説明ができるようにしたらど

うか。それは十分に歯科医学会としても今後検討させていただこうと思っています。あり

がとうございました。 

○議長（永田俊彦君） 事業計画の各論的なことに関する質問とご要望のディスカッショ

ンだったと理解しております。あとで第 8 号議案のときに会長からご説明がありますので、

各論的なことはそのあとにまたご質問、ディスカッションしていきたいと存じます。事業

計画全体ということでほかにご質問はございますか。よろしいでしょうか。 

 では採決に入りたいと存じますがよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（永田俊彦君） ご異議ないようでございますので、採決をしたいと存じます。そ

れでは「第 5 号議案 平成 24 年度日本歯科医学会事業計画」にご賛成の方は挙手を願い

ます。 

（賛成者挙手） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。賛成多数。よって「第 5 号議案 平成 24

年度日本歯科医学会事業計画」は、可決確定いたしました。 

    ○第 6 号議案 平成 24 年度学会会計収支予算 

○議長（永田俊彦君）続きまして「第 6 号議案 平成 24 年度学会会計収支予算」を議題

といたします。「第 6 号議案 平成 24 年度学会会計収支予算」についての提案説明を山﨑

常任理事にお願いいたします。 

○山﨑常任理事 資料 9 です。予算編成を行うに当たりまして、基本的な考えとして事業

については 23 年度の事業を継続する方向により、それに沿った予算編成をしております。

また厳しい財政状況を鑑み、費用対効果を第一義に考え、事業全般を検証したうえで無駄

を排除し、効率的、かつ合理的な会務運営が行われるよう適切な予算配分を行うことを念

頭に置いて作業を行いました。 

 まず「Ⅰ 事業活動収支の部」では、収入ですが、第一款、特定資産運用収入は金利で

すが、140 万円。第二款、学会会費収入は 2 億 5531 万円、これは会員数予測に基づき算

出をしています。第三款、専門分科会分担金収入は増減なしの 390 万円。第四款、広告収

入 417 万円も増減なしです。第五款、受託金収入は名目の計上。第六款、雑収入は今年度

の実績に基づき増額をしています。第七款、他会計からの繰入金収入は 344 万円。よって

事業活動の収入の合計は、2 億 6883 万円です。 

 続いて支出の部ですが、第一款、事業費が 1 億 3794 万円ですが、内訳は第一項、会員

顕彰費 214 万円、委員数の調整による減。第二項、会誌関係費 2573 万円、会誌の紙質を

落とすなど節減しています。第三項、英文雑誌関係費 942 万円、委員数の調整による増。

第四項、歯科用語関係費は 25 万円、経費削減による減。第五項、学術研究関係費 2110 万、

委員数の調整による減。第六項、学術講演関係費は 563 万円、委員数の調整による減。第

七項、専門分科会等助成金 2470 万円、増減なし。第八項、国際学会補助金は名目の計上

です。第九項、関係団体委託金は増減なしで 80 万円。第十項、調査関係費 1196 万円、開

催回数の調整による減。第十一項、内外渉外費 1661 万円、4 年に 1 度の日中歯科医学大

会2012開催にかかわる費用の計上による増。第十二項、学会関係資料収集作成費 10万円、

経費削減による減。第十三項、雑支出 100 万円、経費削減による減。第十四項、受託事業



 27 

関係費、名目計上。第十五項、広告取扱手数料 66 万円、増減なし。第十六項、人件費は

1778 万円、職員の異動・昇給による増です。 

 続きまして第二款、管理費ですが、管理費は 6427 万円。内訳は第一項、会議費は会議

の同一開催や委員数の調整による減で 3202 万円。第二項、事務費は職員の人事異動・昇

給による増で 3195 万円。第三項、租税公課は増減なしの 30 万円。第三款、他会計への繰

入金は、2 億 6359 万円、退職金の繰入金支出、および第 22 回総会開催に伴う支出により

増。よって事業活動支出の合計は、4 億 6581 万円です。収支差額が 1 億 9698 万円です。 

 「Ⅱ 投資活動収支の部」ですが、収入合計が 2 億 3000 万円、これは第 22 回総会開催

年度になり、この年度に合わせて定期預金の満期等が来るものですから、このような収入

があります。また支出の合計はありません。 

 「Ⅲ 財務活動収支の部」、ならびに「Ⅳ 予備費支出」はございません。 

 3 部門を合計すると前期繰越収支差額を合わせました次期繰越収支差額は、2 億 3301 万

円です。以上、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 6 号議案 平成 24 年度

学会会計収支予算」についてのご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手を願い

ます。 

 なければ採決に入りたいと存じますがよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） ご異議ないようでございますので採決いたします。「第 6 号議案 

平成 24 年度学会会計収支予算」にご賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。賛成多数、よって「第 6 号議案 平成 24

年度学会会計収支予算」は可決確定いたしました。 

○山﨑常任理事 議長、お願いがございます。この議案に関しても第 4 号議案と同じよう

に、理事会、代議員会など同じ手続きを踏まなくてはいけませんので、もし微調整がある

場合には会長にお任せしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。先ほどと同じように微調整に関して会長

にご一任いただきたいということでございますので、よろしいでしょうか。 

（「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

認いただいたものと認めます。 
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    ○第 7 号議案 平成 24 年度第 22 回日本歯科医学会学術大会会計収支予算 

○議長（永田俊彦君） 続きまして「第 7 号議案 平成 24 年度第 22 回日本歯科医学会学

術大会会計収支予算」を議題といたします。「第 7 号議案 平成 24 年度第 22 回日本歯科

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

○山﨑常任理事 それでは資料 10 です。第 7 号議案についてお諮りいたします。平成 24

年度は、いよいよ総会開催年度になります。関係する諸費用の計上などを行うため、前年

に比べて大幅な増額となっております。 

 まず「Ⅰ 事業活動収支の部」です。事業活動収入は第一款の参加登録料収入が 500 万

円、前回大会の参加者数をもとに算出。第二款、事業収入 672 万円、分科会プログラムの

会場費収入。第三款、補助金等収入 500 万円。第四款、広告収入は 1451 万円、第五款、

雑収入は名目計上。第六款、他会計からの繰入金収入は学会会計からの繰入金収入は 2 億

6000 万円。以上、事業活動の収入合計は 2 億 9123 万円となります。 

 続きまして事業活動支出ですが、第一款、事業費は 2 億 7596 万円、第一項、大会準備

費は、事前抄録集、および学術プログラム、日程表などの印刷費が 3642 万円。第二項、

大会運営費は、大会会場借上費、会場・機材設営費、運営要員費、同時通訳費、印刷費、

会頭招宴費、輸送関係費、講師等招聘費など、合計 2 億 2953 万円です。第三項、事後処

理費は、事後処理にかかわる会議費、事務費、通信費、記録出版などに関する費用として

768 万円。第四項、広告取扱手数料は広告収入にかかわる手数料として広告費の 16％の

232 万円です。 

 第二款、管理費は 3283 万円です。第一項、大会準備費は 3183 万円、前回大会の予算と

ほぼ同額を計上しています。内訳としては、会議費は各準備委員会の開催に伴う旅費など

898 万円。事務費 1509 万円は大会運営を委託している日本コンベンションサービス、JCS

の諸経費、ならびに総会ホームページ製作費、事前登録に関する費用です。通信費は 277

万円。旅費交通費は 67 万円。印刷費は 281 万円、参加登録申込書、大会封筒・便箋等印

刷費です。広報費 20 万円。渉外費 20 万円。雑支出 110 万円。第二項、租税公課は 100

万円です。 

 第三款、他会計への繰入金は、総会の残金を学会会計へ繰入れです。 

 「Ⅱ 投資活動収支の部」、「Ⅲ 財務活動収支の部」、「Ⅳ 予備費」の計上はございま

せん。 

 したがいまして、前期繰越収支差額を合わせました次期繰越収支差額は 0 万円です。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○議長（永田俊彦君） ありがとうございました。それでは「第 7 号議案 平成 24 年度

第 22 回日本歯科医学会学術大会会計収支予算」についてのご質問をお受けいたします。

ご質問のある方は挙手を願います。ございませんでしょうか。 

 なければ採決に入りたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） ご異議ないようでございますので、採決いたします。「第 7 号議

案 平成 24 年度第 22 回日本歯科医学会学術大会会計収支予算」にご賛成の方は挙手を願

います。 

（賛成者挙手） 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。賛成多数、よって「第 7 号議案 平成 24

年度第 22 回日本歯科医学会学術大会会計収支予算」は可決確定いたしました。 

○山﨑常任理事 議長、お願いがございます。先ほども説明いたしましたが、これは 6 号

議案と同様の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、また審

議経過の中で微調整をする部分が出てきた場合には、会長にご一任をいただきますことを

お認めいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。この予算に関しても微調整が生じる可能

性があるので、そのへんに関しては学会長にご一任くださいということですが、ご承認い

ただけますか。 

（「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ございますの

で、ご承認いただいたものと認めます。 

    ○第 8 号議案 学会機構改革に関する件 

○議長（永田俊彦君） 続きまして「第 8 号議案 学会機構改革に関する件」を議題とい

たします。「第 8 号議案 学会機構改革に関する件」、議題についての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 それでは資料 11 をご覧いただきたいと存じます。第 8 号議案の学会機

構改革に関する件です。 

 日本歯科医学会の責務は、わが国の歯科医学の諸分野の最高の学識を集結し、歯科医学、

歯科医療、また広く医療・福祉における社会の顕在的・潜在的な要請に対して、より高次

の社会貢献、情報提供等を積極的に行うことにあります。 

 現在、日本歯科医師会の内部組織として法人格を有していない本学会が、国民の信頼を
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得て、この責務を遂行するためには、今後も引き続き中立性、独立性、認証機関としての

正当性を確保する必要があります。 

 つきましては国の公益法人制度改革の流れの中で、本学会会員の総意を得て、法人化に

向けた具体的対応を行うことについてお認めいただきたいというのが提案内容ですが、こ

れでは何のことかさっぱりわからないということでしょうと思います。この件に関しては、

今年度常任理事会、理事会、あるいは代表者会議で何度がご説明させていただき、常任理

事会、理事会でこの件をご承認いただき、ここで提案させていただいております。 

 しかしながら再度、江藤会長より会長報告ということでご説明いただき、その後議論さ

せていただきたいと存じます。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す。続きまして江藤会長より追加のご説明を

お願いいたしますが、説明にはパワーポイントを準備しますので尐々お待ちください。 

○江藤会長 長時間にわたり大変お疲れのところを申し訳ありません。もうしばらくご辛

抱いただきたいと思います。 

 日本歯科医師会が法人制度改革により新しい法人に移行されます。それに伴いまして日

本歯科医学会はどういうあり方がいいのかということです。学会機構改革について、まず

先生方にいまどういう仕組みになっているのか、今後どういうふうにすればいいのかとい

ったことをお考えいただいて、お知恵をいただきたい。 

 日本歯科医学会規則第 2 条で「日本歯科医学会は、歯科医学を振興することによって歯

科医療を向上し、国民および人類の福祉に貢献することをもって目的とする」、これが日本

歯科医学会の目的ですが、これは昭和 36 年、歯科医学会ができたときにできた規則第 2

条で、たぶんこのときにはまず日本歯科医師会の委員会のかたちであっただろうと想像さ

れます。 

 昭和 48 年になり、そのとき日歯会長、中原實先生、それから歯科医学会会長は白数先

生でしたが、そのときに特別会計、要するに学会会計が独立しました。いわばそのときの

お二人の先生のお計らいは、学会を育てるために一括して予算を渡すから、学会の裁量で

やってほしいと、そういったことだろうと思います。それによって日本歯科医学会は、い

わば歯科医師会の中にありながら、中立の立場を守れることになったわけです。 

 先生方はお手元の資料をご覧いただきたいのですが、先ほどすでに富野先生からご質問

をいただいております。この下のブルーの囲みの中は、ただいまの提案理由で、栗原総務

理事から説明がありました。その下に 5 項目の重点計画、これは学会機構改革以外の 5 項

目は、執行部が始まって 6 年になりますが、一貫して挙げています。 

 最初の「歯科医療への学術的根拠の提供」は、直に保険医療への学術的な根拠の提供で
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す。先ほど申し上げましたように、歯科医療技術の評価・再評価について、これは中医協

に提出するという手続きです。ですからそのためにタイムスタディ、ないしはガイドライ

ンの作成、ないしはプロジェクト研究、そういったことがすべてこの歯科医療技術の評価・

再評価に集約されているというかたちです。 

 2 番目の「歯科医療技術革新」は、歯科医療機器産業ビジョンを平成 17 年からつくり、

20 年の新医療機器・医療技術産業ビジョンの中に歯科を位置づけてもらうといった役割を

しました。それによってわずかですが、厚労からの予算の獲得ができています。予算の問

題よりも国の医療機器政策の中に歯科を位置づけることができました。 

 もう一つは、委員会を設けて在宅訪問診療の機械・材料の開発を大学の先生と企業のグ

ループ、全部でいま 20 グループが分担してやっています。かなりいいものが出てきてお

り、ものによっては特許が取れる。その 20 を別々にするのではなくて、パッケージにし

て、これは日歯から各県歯に広めるということだと思いますし、それからアジア、特に中

国は高齢化が進んでいますから、こういった在宅・訪問診療の機械・材料をアジアの市場

に出していくことも考えています。 

 3 番目の「専門医制度のあり方」ですが、医科に比べると歯科はやや足踏み状態です。

問題は日本歯科医師会と日本歯科医学会の中にやや齟齬がある。齟齬の一番の問題は、た

とえば大学の周りには専門医が多いけれども、大学のないところには専門医が尐ないでは

ないか、その社会的責任を学会も考えてくれ。日本歯科医師会、県歯と歯科医学会が合意

に達するような専門医制度についていま話し合いをしているという状況です。 

 この三つ目までは、直に歯科医療にかかわる、いわば定款の第 2 条、「歯科医療のため

の歯科医学」です。 

 4 番目の「歯科医学未来構想の構築」は、たとえば歯科医学研究所をつくらないと歯科

の研究は医科に比べてかなり弱体化していくのではないかといったことで、いわば 4 番目

については、いかにして歯科医学そのものの実力をつけていくのかという命題です。これ

は学術会議等とも共闘して国の予算を取ることをいま考えています。 

 5 番目の「国際連携の推進」については、友好から競争の時代に入っている。アジアだ

けではなくて世界に日本の歯科医学の存在感を強めていこうと、もちろんアジアの国々と

だけではなくて日本の組織の JADR と連携して世界的な組織の IADR において、学術的な

内容の発表だけではなくて、学会におけるマネジメント、日本の存在感を強めていくこと

をいま検討中です。JADR と定期的に話もしています。 

 次に、日本歯科医学会に対する社会からの信頼性の獲得です。学会の中立性は先ほど申

し上げましたように、左側の特別会計ですでに担保されています。専門分科会、認定分科
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会は、先ほど審査をいただきましたが、審査によって学術的にあるレベル以上にある分科

会にお入りいただく。これによって認証機関としての公平性と正当性を保持できる。これ

が信頼の根拠になる。また予算をいただいていますから、学会会務の執行によって、提言、

報告書だけではなくて、実際に歯科医療に直に影響を与えうるような施策を実現していく

ということです。 

 現状についてですが、国民・行政・マスコミから調査・研究委託が来ます。その成果を

国民・行政・マスコミに対して発信します。ですからこういったものは各分科会の研究成

果のおかげです。その研究成果をとりまとめる、いわばお世話役というのが歯科医学会で

す。同時に行政・国民・マスコミとのパイプ役にもなります。その代わりにといいますか、

研究委託、補助金、認証のかたちで歯科医学会としてはとりまとめをさせていただきます。 

 もし日本歯科医学会と日本歯科医師会が別組織になった場合ですが、これをどういうか

たちにするかは、今後先生方とのご相談です。若干前のスライドと違うのは、研究成果を

分科会からいただくと同時に、これは基本的に会費をいただくことになろうかと思います。

認定分科会・専門分科会に対して研究委託、ないしは競争的資金、競争をさせるのはけし

からんとおっしゃるかもしれませんが、これはあくまで歯科医学会がお世話をして、各分

科会に切磋琢磨していただいてお互いにレベルアップしようではないかと、そういった意

味合いです。 

 現在の財務はどうなっているのか。右にありますように日本歯科医師会は 33 億円の予

算で動いていますが、正会員 5 万 5000 人の先生方から毎年 5000 円、合計 2 億 7000 万円

を日本歯科医学会が運営費としていただいています。そのうちの 2800 万円が各分科会に

助成金として分配されています。日本歯科医学会の 39 の分科会、今日で 40 になりました

が、会員が 3 万人です。 

 実は大学の先生は全部集めても 1 万人ぐらいで、問題はこの中に開業の先生で日歯の非

会員が入っているということもありますし、もう一つは研修医、大学で無給の先生方など

がおられます。このへんは仕分けが大変難しいところです。21 億円の予算で、会費収入は

11 億円ですが、ただこの学会の各分科会の会員は、だいたいの先生方が三つ、四つの分科

会にお入りになっていますから延人数にしますと 10 万 2000 人です。三つ、四つの分科会

にお入りになっているというのは、仮に 1 分科会が年会費 1 万円で、懇親会費 1 万円とす

ると 2 万円払ったうえに、たとえば 6 分科会であれば 12 万円払う。そういったかたちで

各分科会の先生方は日本の歯科医学を背負っていただいているわけです。 

 次が 2 億 7000 万円の学会予算の内訳ですが、一番多いのは総会関係 8000 万円で 30％

です。会誌・英文雑誌関係は 3700 万円で、日本語の会誌は年 1 回、これが日歯会員の 6
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万 5000 人と歯科医学会の 3 万人で 9 万 5000 部出ています。ただ日歯の会誌があるから

医学会の会誌は要らないのではないかという方もあります。そこは検討すべきところです。

次の分科会助成金は 2800 万円、会議費は 2650 万円といった順序で、あとは下のほうに事

務局の人件費等が出ています。 

 日本歯科医学会の事業の見直しを今後行っていくことになろうかと思いますが、先ほど

申し上げましたようにこの日本歯科医学会単独で実施すべき業務、これは目的としては歯

科医学・歯科医療の進歩、発展を推進する。それから日本歯科医師会との連携により、歯

科医療への学術的根拠を提供する。大まかに言えばこういったことになろうかと思ってい

ます。 

 次に、仮にもし別法人にした場合には、歯科医学会の単独事業としては、先ほど申し上

げました診療報酬見直しに伴う歯科医療技術の評価・再評価が一つの代表的な項目ですが、

その学術的根拠の提供、それから専門医・認定医制度に関する事項、ただこの二つに☆印

をつけたのは、日歯にも関係がありますし、いわば歯科界全体への貢献であると考えてい

いかと思っています。次の分科会の認証、国際連携、英文誌の発行、顕彰事業は歯科医学

会プロパーのものです。 

 それから歯科医師会との連携事業としては、歯科医療技術革新の推進、先ほど申し上げ

ましたように大学の先生と企業で開発したものを日歯から県歯に下ろしていただいて全国

に広めるといったことがあります。それから臨床研究、調査研究、これも日歯・県歯のお

力を借りなければ、タイムスタディもそうですが、とても全国規模での調査は困難です。

そういった意味で連携事業としています。それから歯科医学未来構想についても、単に学

問のための学問ということではなくて、あくまで歯科医療あってのことであり、歯科医療・

歯科医学が連携しての未来構想が必要である。それから冒頭申し上げた各県歯のご協力で

行っている日本歯科医学会の学術講演会、これらが歯科医学会プロパーの事業と歯科医師

会との連携事業です。 

 別法人にする・しないは別にして、仮にもし別法人にする場合、堅持するべき事項とし

ては、一つは日本歯科医学会の中立性です。中立性の堅持によって日本歯科医師会もあり

ていに言えば日本歯科医学会を社会的にうまく使える。ですから日歯特別会計がそれを保

証しているわけで、この特別会計によって支払い側の国民と医療者側の日歯から一応中立

性が担保されているので中医協から依頼が来るということです。 

 2 番目に、日本歯科医学会と日本歯科医師会の連携協力体制の強化です。両組織は相互

に理解、相互に信頼、相互に協力することを旨として、人事交流等組織間の協力体制を維

持強化して、二人三脚で歯科界全体の発展に寄与する。 
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 3 番目に、日本歯科医学会の財政です。もし法人にした場合、社員は専門分科会および

認定分科会会員とし、社員は会費を納入することによって社員の権利と責任が生じること

を原則とすると書いています。というのは、いかなる会員組織であっても、会費を納入す

ることによって会員の権利と責任が生じる。どのような組織でもそういった定款になって

います。あらゆる組織が自立して、自主独立して組織としての体をなすことの基本です。

もちろんこれはいくら出せばいいのだという話にはありますが、これは基本のことを申し

上げています。 

 もし独立する場合、どのようなプロセスなのか。日本歯科医師会と日本歯科医学会で頻

繁に調整を行い、すでに 12 月に各分科会の合意形成として代表者会議でご説明をし、日

本歯科医学会で概要の決定をしています。そして本日の評議員会でのご説明です。2 月あ

たり、3 月の日歯の代議員会の前にゆるやかな合意ができればいいという予定です。2013

年 4 月に日本歯科医師会は新法人に移行しますが、たぶん一番下に書いてありますように

それ以降、1 年ではちょっと無理かなと思いますが、これはあとで説明しますが、ある程

度タイムラグを設けて移行措置が必要になるだろう。そのためにタイムラグを設けること

は先ほどのスライドにあった堅持すべき事項、特に 2 番目の連携協力体制をかなり強固に

するという一つの保証あってのことであると考えています。 

 日本歯科医学会の機構改革は、国の内外において歯科界が直面する困難に打ち勝ち、次

の時代を開くための戦える組織集団につくり直すことであり、またさらなる団結力、機動

力、連携力が必要であり、もう一度ここで日本歯科医学会が本当に必要なのかということ

を先生方にお考えいただいて、ご理解、ご協力をいただきたいと考えています。 

 もちろん日本医学会が独立を準備しています。これは決定済みです。日本薬学会もすで

に独立しています。そういったことからすると歯科界としても、これは一つの歯科界の有

りようとして先生方にお考えいただけないだろうか。組織の形態がどうであれ、歯科界を

どうやって元気にするのかというのは、医療者を担う日歯と学会を担う歯科医学会の二人

三脚で行くということです。 

 この説明に対していくつか質問をいただいています。予算的に日本歯科医師会に 100％

頼っていたからできていた事業をそのまま引き継げると考えているが、これで大変矛盾が

出てくるのではないかということですが、いま原則論しか申し上げられないのですが、一

つは先ほど申し上げましたように会費納入によって会員は権利と責任が生じるという組織

に向けていきたい。それから事業の見直しですが、ここでいままでどおりの予算ではなく

て、やるべき事業について優先順位をつけて予算の範囲の中で実施していくという考えで

す。 
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 次に、これまで中立性と独立性が本当にあったのかはなはだ疑問であると、非常に正直

なご質問です。これについては先ほど来ご説明していますが、平成 18 年の医療制度改革

のときに、ここに「学術的根拠に基づく医療の推進」が書き込まれました。それまでは日

歯、日医が厚労省の中にまで入って学術的な根拠を伴って診療報酬に対する陳情をしてい

ましたが、これ以後はそういったことはできなくなった。したがって中医協は学術団体と

しての依頼先を医学会、内保連、外保連、歯科医学会、薬学会、看保連に指定してここで

学術的根拠をつくれと。そうするとどうなるのか。 

 診療報酬改定における日歯、連盟と学会との役割分担は、平成 18 年以降明確に区分さ

れました。実は平成 14 年にこの医療制度改革の原案ができ、日歯にも意見聴取が来まし

た。その意見聴取の内容は、そういったことであれば、今後は学会に予算をつけてガイド

ライン等学術的根拠をつくってもらうということでした。ところが実際にそれが実施され

始めたのは、平成 18 年からで、平成 24 年度の改定で言えば、平成 22 年の秋からこの学

術的根拠の評価・再評価の準備が始まり、それでアンケート調査を行い、それをまとめて

平成 23 年 6 月に中医協に提出しました。平成 23 年 12 月に発表された、たとえば診療報

酬 1.7％の増といった政治的な折衝を、公には 9 月から日歯、連盟が始めており、年が明

けると、それでは 1.7％をどういったかたちで張り付けていくのか、これも日歯の仕事で

す。そのように仕分けられました。 

 ですから中立かということに関しては、行政も中立を認めたうえで依頼が来ています。

また日歯としては、特別会計で中立を担保しているではないかということです。 

 次の質問です。今回の説明はお金をどうするのかという 1 点に集約されているように感

じる、本来はどのような事業をどのように展開したいのかが前提でなければ、同意は得難

い。当然です。これに対しては、定款 2 条で、歯科医療に貢献することと歯科医学の力を

つける、この 2 点について重点計画を現在まで進めてきました。先ほど申し上げましたよ

うに、それによって事業は優先順位をつけて行っています。 

 次に、これまでの事業は専門分科会と認定分科会に分断し、予算配分もある種の競争原

理を持ち込んでいましたが、法人化したあとにはそれは不可能と言えるというご質問です。

これは分断したのではなくて、学会の活力を認証制度によって認定しており、それによっ

てこれだけのレベルを保持しているのだという社会的な信用を獲得したいがために、こう

いった認証制度を取っているわけです。競争的資金の導入も、これは先ほど申し上げまし

たように各分科会が切磋琢磨して、なおかつ学際領域をこの競争的資金によって各分科会

が自分のところだけというのではなくて、高齢化については老年歯科も補綴も保存も関係

あるところ全部が一緒になってプロジェクトを組もうとか、そういった考え方です。 
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 次の質問は、現在の事業経費を分科会で分担すると各学会に莫大な会費が課せられる。

会員数に比例した会費を設定しても、どの学会も日本歯科医学会を現在のまま維持するた

めの経費はとても出せない。どこの学会も予算的に厳しい。そのとおりです。ですから先

ほどお見せしたように各分科会の先生方に、自分の分科会だけではなくて日本歯科医学会

も自分の学会なのだ、これは使い道のある学会なのだとご理解をいただかないと、とても

会費はいただけない。ですからそういったご理解をいただくように、われわれとしては今

後もしばらく時間をかけて努力してまいりたいと思っています。 

 次に、運営する上で重要となる執行部の選任方法についても一切触れていない。学会を

区別している現在の機構をそのまま引き継げると解釈していると感じる。理事の選任方法、

理事長の選任方法などもまったく不透明である。これはそのとおりです。ただ、現在の理

事長、理事の選任方法は、日本歯科医師会の中にありますから日本歯科医師会の定款に基

づいている。ところが日本歯科医師会は定款が変わりました。いまは古い定款に基づいて

選挙しています。これについては、もし独立した法人になるのであれば、改めて先生方の

お考えをお聞きしたうえで運営方法をこの分科会の総意に基づいて考えたいと思っていま

す。 

 日本歯科医師会が一般法人化するのにだいたい 2 年かかるのではないか。日本歯科医師

会の公益法人化と一緒にできないのかということですが、これについては日本歯科医師会

の新法人化に伴い歯科医学会の法人化は、規則の改正手続き、最終的には日本歯科医師会

の代議員会の承認事項ですから、そこにお諮りする。それにはまず理解をいただかなけれ

ばいけない。それから財務の移行ですが、財政状況が空っぽになって、運営ができないと

いうことがないようにするにはどういった移行措置が必要なのか。これを考えると、1 年

ではちょっと無理かなというところで 2 年と申し上げているところです。 

 最後です。歯科医師会と歯科医学会を分離すると、今後歯科界がよい方向に行かない気

がする。歯科医師会の中の学術委員会として歯科医学会があり、その委員に各理事長がな

ればいいのではないか、歯科医学会の活動は、委員会活動として歯科医師会から援助して

もらう。そして歯科医学会の人たちがみんな歯科医師会の会員になる。基本的には歯科医

師免許の取得と同時に、安い会費で歯科医師会の会員になるような制度を構築してしまう

のはどうか。これからは歯科医師会が学術的な裏付けを持って一丸となって保険制度にし

ろ医療報酬にしろ、国と話さなければ改善しない気がすると非常に率直なご意見です。 

 まず学術委員会にしたらどうか。歯科医学会が委員会になった場合、この委員会が法人

格を持つ分科会を統括するというのは、財政上も法規上も無理があります。それはすでに

行政から指摘を受けています。それから先ほど申し上げましたように、これは日本歯科医
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師会が保険医療における受益者という立場でありますので、その中の委員会の場合には、

そこから出る調査・研究はどうしても色がついてしまい、行政は使うことができない。そ

ういったことで、やはり中立性はいまと同じようなかたちで担保されていないと、行政、

国民は歯科医学会の学術的な中立性に関してクレジットを置かない。ですからそれはやは

り無理ではないか。 

 歯科医学会の人たちがみんな歯科医師会の会員になることについては、現在日歯の準会

員は約 470 名で大変尐ない。申し訳ございません。ただ大久保先生が、メリットがないか

ら入ってくれませんよねとときどきおっしゃいますが、昭和 48 年、1973 年から特別会計

になってほぼ 40 年近く日本歯科医師会に面倒を見ていただいている。いわば恩義がある。

そういった意味であれば、どういうかたちであれ、歯科医師免許を取ったら安い会費で歯

科医師会の会員でなれないのか。 

 医師会は大学医師会をつくっているではないか。それで研修医の段階から会員にしてい

るではないか。そういったことがありますので、何らかの方法で学会の会員が歯科医師会

の会員になっていただくことができないか。これは組織率がやや下がってきている日本歯

科医師会を、ある点ではサポートする。われわれはいままで助けていただいたわけですか

ら、その恩義に報いるために何らかのかたちで歯科医師会に協力できないか。そういった

ことを考えてもいいのではないかと思っています。 

 日本医師会の会員は、ほぼ日本医学会の会員です。それから日本医学会の会員はほぼ全

員日本医師会の会員です。そういった意味からすると、日本歯科医師会の会員は、いま 6

万 5000 名全員が日本歯科医学会の会員になっています。これは一つは、学会に所属して

いるという社会的なステータスとして歯科医学会に入っていただいているものと理解して

います。そのへんのところは日本歯科医師会と歯科医学会のさらなる相互理解が必要であ

るだろうと思っています。 

 尐し長くなりましたが、以上でございます。 

○議長（永田俊彦君） 江藤先生、ありがとうございました。では「第 8 号議案 学会機

構改革に関する件」についてのご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手をお願

いいたします。 

○栗原総務理事 尐し追加させていただきますが、先ほど資料 11 の終わり 2 行、本日に

おいてはこの国の公益法人制度改革の流れの中で、いわゆる歯科医師会が新法人に移行す

るタイミングにおいて、本学会会員の総意をもって歯科医学会が法人化に向けた具体的対

応を取ることについて、本日議案として皆様方にお認めいただきたいところです。ちょっ

と付け加えさせていただきました。 
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○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。それではご意見、ご質問のある方は挙手

を願います。今後の法人制度改革の流れの中で具体的な対応を行っていくということにつ

いてお認めいただきたいということです。ご意見、ご質問はございませんか。 

 ではいま栗原先生のほうからもありましたように、これから具体的対応を行うことにつ

いてお認めいただきたいということに対して採決に入りたいと存じますが、よろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永田俊彦君） ご異議がないようですので、採決に移りたいと思います。それで

は「第 8 号議案 学会機構改革に関する件」について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 8 号議案 学会機

構改革に関する件」は、可決確定いたしました。 

    ○協議 

○議長（永田俊彦君） 引き続きこれより「日程 8．協議」に入ります。「（1）学会会務運

営について」、執行部より協議事項があればご説明をお願います。 

○栗原総務理事 協議事項に関して執行部としては特に用意はございません。以上でござ

います。 

○議長（永田俊彦君） ありがとうございます。では、「（2）その他」として、ほかに評

議員の皆様からのご提案、ご質問、ご意見はございませんか。 

 ではご提案等、ないようですので、これをもって「日程 8．協議」を終了したいと思い

ます。 

 以上をもちまして第 87 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とご理解を賜り、円滑なる議事の進行が図れましたことを深く感

謝申し上げます。ありがとうございました。 

    ○閉会の辞 

○議長（永田俊彦君） 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。本日は「第 1 号議案 認定分科会への登録に関する件」をはじめと

する 8 つの議案についてご承認いただきました。私ども執行部も次年度は 2 年目に入り、
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これまで積み上げてきた事業実績とその成果の集大成の年となります。残された任期をま

っとうすべく努力を会務運営に傾注いたす所存でありまして、本日先生方からの貴重なご

意見、ならびにご要望にもできる限り沿うように努めますので、今後とも先生方の深いご

理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 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本日の評議員

会の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 5 時 13 分閉会 
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