
 

 

 

 

 

 

 

日本歯科医学会 

第９１回評議員会 議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 2 月 24 日（月） 

 



1 

 

日本歯科医学会第 91回評議員会議事録 

 

○日 時 平成 26 年 2 月 24 日（月） 

     午後 2 時開会、同 4 時 33 分閉会 

○場 所 東京都千代田区九段北四丁目 1 番 20 号 

     歯科医師会館 大会議室 

○出席者 評議員 歯科基礎医学会 髙田 隆 外 57 名 

            役 員 学会会長    住友雅人 外 25 名 

 

    ○会議の成立 

○議長（木村博人君） 評議員の先生方、お忙しいところをご参集いただきまして、まこ

とにありがとうございます。これより氏名点呼を行います。事務局、点呼をお願いします。 

（事務局氏名点呼） 

○事務局 議長にご報告いたします。評議員総数 60 名中、出席評議員 58 名、欠席評議

員 2 名、以上でございます。 

○議長（木村博人君） ただいま事務局より報告されたとおり、評議員総数 60 名、出席

評議員 58 名、欠席評議員 2 名でございます。したがって、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 91 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います。16 番、八重垣評議員、45 番、前

田評議員、49 番、井出評議員の方々でございます。以上の方々は事前に通知があり、事

前の手続きが済んでおりますことをご報告申し上げます。 

    ○開会の辞 

○議長（木村博人君） それでは日程に従い、「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。評議員の先生方には公務ご多忙のところをご参集い

ただきまして、まことにありがとうございます。 

 本日は本年度第 2 回目の定例評議員会でございます。本日の議題といたしましては、

日本歯科医学会規程の一部改正、日本歯科医学会専門分科会承認基準の一部改正、平成

26 年度日本歯科医学会事業計画、平成 26 年度学会会計、第 23 回日本歯科医学会学術大
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会会計収支予算と、重要案件を上程させていただきます。また本学会最高の顕彰である平

成 25 年度日本歯科医学会会長賞の授賞式を執り行う予定でございます。 

 なお、今回より事前送付資料について印刷物の配布がございません。これは評議員の先

生方には事前に配布資料に十分お目通しいただき対応していただくこと、それから経費の

削減を目的とするものです。このことは理事会等でも実施させていただいております。評

議員の先生方にも何とぞご協力方お願い申し上げます。お手元に資料がない場合は、用意

が若干ありますので、事務局までお申し出いただきたく存じます。 

 それでは、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 91 回評議員

会の開会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。 

    ○議事録署名人の指名 

○議長（木村博人君） 次に日程 2「議事録署名人の指名」をさせていただきます。10

番、柴原評議員、53 番、笠原評議員、以上 2 名の評議員の先生方にお願いいたします。 

 ここで議場にお諮りいたします。日程では「物故会員に対する黙祷」となっております

が、日程を一部変更し、「日程 6．報告」に入り、「（3）理事の選任（変更）について」の

ご報告をお願いしたいと存じます。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木村博人君） ご異議がないようですので、日程を変更し、報告事項に入ります。 

    ○報告 

○議長（木村博人君） 「日程 6．報告」の「（3）理事の選任（変更）について」のご報

告を井上総務理事よりお願いいたします。 

○井上総務理事 それでは報告事項 3 でございます。これは事前に配布してあります。

順序が変わっているのでご注意いただきたいと思います。「理事の選任（変更）につい

て」ご報告いたします。事前にお送りした資料では、資料番号 3、通し番号 15 ページと

なります。コンピューターでおやりになっている方は時間が少しかかるかもしれませんが、

通し番号 15 番をお開きいただきたいと思います。 

 報告内容ですが、日本歯科医学会規程第 6 条第 3 項の規定に基づき、日本歯科麻酔学

会から指名理事の交代の申し出がありました。これにより日本歯科麻酔学会の一戸達也先

生が理事に就任されたことをご報告いたします。なお、任期は、学会規程第 6 条第 5 項

の規定により、平成 27 年 6 月 30 日までとなります。 
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○議長（木村博人君） ありがとうございます。以上ご説明のとおり、「日程 6．報告」

の「（3）理事の選任（変更）について」のご報告をいただきました。 

 引き続き新しく理事になられた一戸先生のご紹介を井上総務理事よりお願いいたします。 

○井上総務理事 一戸先生は皆様ご存じかと思いますが、改めてご紹介申し上げます。日

本歯科麻酔学会より日本歯科医学会理事として指名された一戸先生は、日本歯科麻酔学会

の理事長であられます。また東京歯科大学の教授でもいらっしゃいます。（拍手） 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。 

 

    ○物故会員に対する黙祷 

○議長（木村博人君） 続きまして「日程 3．」、物故され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。ご起立お願い申し上げます。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。ご着席ください。 

 

    ○挨拶 

○議長（木村博人君） 引き続き「日程 4．挨拶」に入ります。住友会長、ご挨拶をお願

いいたします。 

○住友会長 日本歯科医学会会長、住友でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 2 月 7 日と 14 日から週末にかけて、東京地方は 45 年ぶりの大雪でした。雪国の方か

ら見ると大した雪量でないと言われるかもしれませんが、1969 年、昭和 44 年を超える

雪であったということです。1969 年、昭和 44 年の 3 月というのは、私が歯科医師の国

家試験を受けている年でしたが、雪の記憶が全くありません。それだけ国家試験の受験に

力を入れていた、入れないと合格できない恐れがあって一生懸命やっていたのかもしれま

せん。とにかくこの時期は受験生およびご家族のご心労に思いを馳せていますが、今年は

特別でした。 

 本日の評議員会を迎えるにあたり、代表者会議と理事会を 2 月 14 日に開催いたしまし

た。先ほどお話しいたしましたように、この 2 月 14 日からすごい雪で、スケジュールの

関係から変更ができなかったために、ご出席いただいた方々には大変ご迷惑をおかけいた

しました。しかし交通事情が悪いにもかかわらず、すべての方々にご出席いただきました。

このことから学会に寄せる思いを強く感じました。まことにありがとうございました。 
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 さて、現体制ができて 6 カ月、半年が経過いたしました。組織には継続性というもの

がありますので、前執行部がいろいろと検討された内容を確認し、それを具現化に向けて

推進している状況です。現在の状況については、「会長報告」で報告させていただきたい

と思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。次に日本歯科医師会会長、大久保満男

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

○大久保日本歯科医師会会長 先生方、こんにちは。本日は第 91 回の日本歯科医学会評

議員会が全国から評議員の先生方ご出席の下でこのように盛大に開催されましたことを、

日本歯科医師会を代表して心からお喜び申し上げます。 

 平成 26 年度の改定がほぼ終わりました。いま通知の交渉が最終段階に入っています。

私は会長就任以来、これで 4 回の改定を経験したことになります。この中で興味がない

とおっしゃる方がおありになるかもしれませんが、大学における臨床の先生方、さらに歯

科医師会の自分で診療所を開設している先生方にとっては、2 年に 1 度の診療報酬改定は

きわめて大きな出来事です。まさに政治と学問と医療提供体制という三つの総合力を問わ

れる闘いです。 

 改定率は政府が決めます。具体的には厚労大臣と財務大臣が折衝し、つまり厚労省は、

医療の確保のためには改定に対して財源がなければならない、プラス改定でなければなら

ない。これが厚労省の基本的な姿勢です。しかし財務省は財政が厳しい中で、医療費が伸

びるのを何とか避けたい。したがって、プラス改定にすればまた医療費が伸びる、財源を

できるだけ出したくないどころか、マイナスにして医療費を下げたいというのが財務省の

考えです。これらを大臣がぎりぎりまで、けんかとは言いませんが、かなりの議論で調整

し、調整がつかなければ、最後は大臣か官房長官が間に入って改定率を決める。そして私

どもは党や政府に対して日歯連盟はもとより三師会が共闘して要望を出しながら闘ってい

く。まさに改定率というのは政治のど真ん中の話です。 

 今回の改定率は本体が 0.1％、これは歯科にとっては 34 億円ぐらいの予算で改定しろ

ということで、ある意味ではとてもこんな予算で改定ができるわけがありません。再診料

を 1 点上げるだけで 0.1％ですから、再診料を 1 点上げたら、あとは何もできないという

改定率です。ただし今回は消費税の増税分の対応が 1.36 ありましたから、ここを初診料

16 点上げるということで決着がつきました。 

 しかし技術料本体は 0.1％という厳しい改定率の中で、どこに点数を付けていくのか。

これは政治の問題ではなく、医療提供体制を日本歯科医師会がどう考えるかということと、

学会の学問的な理論武装をどうするか。中医協の場で、ただ点数が欲しい、ただここに付
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けろと言っても、公益側、学者も、保険者側、医療費を払う側も全く納得しません。なぜ

ここに点数を付ける必要があるのかという理論をしっかり述べないと、相手を説得するこ

ともできないし、厚労も説得できない。 

 したがって学会と歯科医師会は、よく両輪という言葉がありますが、私はむしろ両輪で

はなく、一体のものだと思っています。学問の場で歯科医学に対する事実を見つけだして

いく、あるいはこれはこういうことだという科学的な根拠をアカデミックな場で出してい

く。そしてわれわれがそれをベースにしながら、そのためにどのような医療を国民に提供

したら国民の健康を一番守れるのかという政策を出す。これは完全に一体的なものです。 

 特にいま複雑化した歯科医療の中で、科学的な根拠、理論をベースにしなければ、当た

り前ですが、医療を提供することはできません。しかし同時に、学問の真実、事実を述べ

ているだけで、それが何ら世の中の役に立たない、患者さんにそれが医療として提供でき

なければ、学問は単なる座学に過ぎなくなります。つまり両方が力を合わせて一体になり、

日本の国民のために何ができるのかということをやっていかなければいけません。 

 なぜそんなことを申し上げているかというと、診療報酬の改正には二つの意味がありま

す。一つはいま評価されている点数が、ものの取引で言えば、医療の世界ではそういう言

葉は使いませんが、一番わかりやすく言えば、医療のそれぞれの価格が適正なものである

かどうか、全く適正ではないのですが、少なくともいまわれわれの要求していることに見

合っているかどうかという経済的な側面がある。これはもちろん大事なことです。 

 もう一つはどこに点数を付けるかによって、例えば今回の周術期、在宅というように、

日本の人口構造、疾病構造の変化に応じて新しい歯科医療をこちらの方向へ進めていくと

いうときに、そこに点数を付けないと、われわれは医療を提供することができません。た

だでやれというわけにはいかない。自由診療でやることもできない。日本の歯科医療のほ

ぼ 99％は保険診療だと思います。経済的に言えば、自由診療の比率は 2 割あります。し

かし 2 割の自由診療をやっている人がすべて自由診療かというと、ある部分は自由診療

だけれども、別の日に来れば保険適用の診療をするということで言えば、ほぼ 99％は保

険診療に頼る。 

 その中で保険診療の方向性を、国が政策としてどこにインセンティブを付けて引っ張っ

ていくのか。これも何が必要であるかという根拠は学問的な根拠以外にありようがない。

ただわれわれがこれが必要だと言っても、単なる要望は通らないということです。 

 したがって、これからも学会と日本歯科医師会はまさに一体になって、日本の歯科界と

いう大きな車を動かしていく努力を続けていかなければならないし、こういう機会を通し

て日本歯科医師会の理解を得、また学会の考え方も寄与しながら、国民、歯科界のために
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これまで以上に頑張ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。これをもって私

の時間が来ましたので、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（木村博人君） ありがとうございました。 

    ○平成 25年度日本歯科医学会会長賞授賞式 

○議長（木村博人君） それでは「日程 5．平成 25 年度日本歯科医学会会長賞授賞式」

を執り行いたいと思います。これより設営いたしますので、しばらくの間お待ちいただき

たいと存じます。 

（授賞式場設営） 

○議長（木村博人君） 設営が終了したようですので、松村副会長、よろしくお願いいた

します。 

○松村副会長 ただいまから平成 25 年度日本歯科医学会会長賞授賞式を執り行います。

受賞者の皆様が会場に入場されます。どうぞ盛大な拍手でお迎えください。（拍手） 

 本日、学会会長賞を受賞されます先生方のご功績について、井上総務理事より功績発表

を行います。井上総務理事、よろしくお願いいたします。 

○井上総務理事 ただいまから本学会最高の顕彰である平成 25 年度日本歯科医学会会長

賞受賞者の功績を発表させていただきます。 

 まず日本歯科医学会会長賞授賞基準第 3 条一号「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」に該当する受賞者は、

佐藤田鶴子先生、岡野友宏先生、滝川正春先生のお三方でございます。 

 続きまして同授賞基準第 3 条二号「歯科医学教育に 30 年以上従事し、その向上に特に

著しい功績があったと認められる者」に該当する受賞者は、須田英明先生、久光久先生、

大塚吉兵衛先生のお三方でございます。 

 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」に該当する受賞者は、和田忠子先生でございます。 

 平成 25 年度日本歯科医学会会長賞の受賞者は以上 7 名の先生でございます。本学会で

は、日本歯科医学会会長賞授賞基準に基づき、専門分科会代表者、認定分科会代表者、歯

科大学学長、大学歯学部長、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い

て、本学会顕彰審議会において慎重なる審議を重ね、その答申を受け、第 5 回常任理事

会ならびに第 3 回理事会において厳正なる協議のうえ、受賞者を決定した経緯がござい
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ます。 

 受賞者の功績概要についてはお手元のピンク色の資料がございます。開きながらご覧い

ただきたいと思いますが、簡単にご紹介させていただきます。 

 まず佐藤田鶴子先生でございます。日本歯科大学の名誉教授でいらっしゃいます。佐藤

先生は、一貫して臨床に直結した口腔外科の研究のために精励されてきました。また厚労

科学研究で行った CDC の歯科における院内感染対策ガイドラインの監修をはじめ、歯科

では初めての本格的なガイドライン「エビデンスに基づく一般歯科診療におけるガイドラ

イン」の作成を 3 年間で行われ、我が国で 60 年ぶりに行われた平成 19 年の医療法改正

に多大な貢献をなされました。本学会においても、副会長、常任理事、理事、各種委員会

委員等を歴任されるなど、会務の健全な運営に尽力されてきました。 

 続きまして岡野友宏先生でございます。昭和大学の名誉教授でいらっしゃいます。岡野

先生は、現在の歯科における画像診断の発展と適切な運用を先導的に築き上げ、日本歯科

医学会、厚労行政、ISO、日本歯科器械工業協同組合など専門の歯科放射線学領域はもと

より、歯科医学・医療など歯科界全般にわたり幅広く活躍されてきました。昭和大学では、

専門の歯科放射線学領域の診療と研究に加えて、教育、大学の学務や歯科病院の管理運営

に手腕を発揮されました。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

るなど、会務の健全な運営に活躍されてきました。 

 続きまして滝川正春先生でございます。岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授でいら

っしゃいます。日本、そして世界の軟骨代謝研究を先導してこられた先生でございます。

1990 年代末、発見されて間もない CCN タンパク質にいち早く着目された滝川先生は、

パリ第 7 大学の Bernard Perbal 教授らとともに International CCN Society（ICCN）、

さらには日本の CCN ファミリー研究会を設立され、平成 24 年には International CCN 

Society Scientific Award を受賞されています。岡山大学歯学部の学部長時代には、バイ

オデンタル研究センターを設立され、現在の歯学部先端領域研究センターの礎となってい

ます。 

 続きまして須田英明先生でございます。東京医科歯科大学理事ならびに副学長でいらっ

しゃいます。須田先生は、専門分野の学術研究および学会活動において多くの功績を挙げ

られ、我が国のみならず世界の歯科医学教育の発展のために多大な貢献をなされています。

また歯科医師国家試験委員を長く務められ、我が国の歯科医師国家試験の改善に尽力され

ました。さらに世界歯科連盟（FDI）のエデュケーション・コミッティのメンバーとして

活躍され、歯科大学長・教育者部会委員、科学コミッション委員、FDI World 通信員も

歴任され、歯科医学の教育・研究を推進されてきました。本学会においても、評議員、第
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20 回学会総会準備委員長、各種委員会委員等を歴任され、会務の健全な運営に活躍され

てきました。 

 続きまして久光久先生でございます。久光デンタルクリニック副院長でいらっしゃいま

す。久光先生は、学生教育、卒後研修、大学院教育において多くの業績を残されたのと同

時に、保存修復学の教育に多大なる貢献をなされています。専門分野での研究は、日本歯

科審美学会会長就任時に、ホワイトニングコーディネーター制度の確立に尽力され、歯科

医師のみならず歯科衛生士に対する卒後研修について多大な功績を残されました。本学会

においても、評議員、各種委員会委員等を歴任され、会務の健全な運営に尽力されていま

す。 

 続きまして大塚吉兵衛先生でございます。日本大学の学長でいらっしゃいます。大塚先

生は、一貫して歯科医学教育ならびに研究者の指導に従事され、多数の優秀な人材を育成

されました。日本大学歯学部教授、法人評議員、歯学部長、大学院歯学研究科長、総合歯

学研究所長、法人理事、副総長、総長（現学長）の要職を歴任され、歯学教育の発展に尽

力されました。また学外においては、文部科学省、歯学教育プログラム調査研究委員とし

て、歯学教育モデル・コア・カリキュラムの策定に貢献されました。本学会においても、

第 20 回学会総会副会頭、第 21 回学会総会会頭を歴任され、会務の健全な運営に尽力さ

れてきました。 

 最後に和田忠子先生でございます。和田先生は、山口県歯科医師会入会以来、地域歯科

医療の確保と地域住民に対する歯科口腔保健衛生思想の普及啓発に多大な貢献をなされて

きました。昭和 51 年 12 月より現在まで複数の学校歯科医として、児童、生徒の歯・口

腔を通して健康の保持増進のために尽力された結果、学校歯科保健優良校表彰において数

多くの受賞をなされています。また平成 7 年からは山口県警察本部職員を対象に身元確

認実技を講義するなど、山口県内で発生した身元不明死体の迅速な個人識別に貢献されま

した。 

 以上、受賞者の功績発表といたします。 

○松村副会長 ここで受賞者の皆様方に、住友会長よりお祝いの言葉を申し上げます。 

○住友会長 平成 25 年度日本歯科医学会会長賞受賞、まことにおめでとうございます。

という表現をするより、日本歯科医学会会長としては、先生方のすばらしい研究、教育、

地域医療の業績に対して心からお礼を申し上げます。先生たちの業績を若い世代に伝える

役割を改めて認識いたしました。またこれからの先生方のご健康とますますのご活躍をお

祈り申し上げて、お祝いの言葉とさせていただきます。本日はまことにおめでとうござい

ました。（拍手） 
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○松村副会長 ありがとうございました。これより顕彰状ならびに勲章の贈呈を行います。

まず授賞基準第 3 条一号に該当にする歯科医学・医術の研究の発展にご貢献をされまし

た佐藤田鶴子先生、どうぞ前へお進みください。 

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。佐藤田鶴子殿。あなたは歯科医学・医術の研究に多

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

績を讃え、日本歯科医学会会長賞をお贈りし、これを賞します。平成 26 年 2 月 24 日。

日本歯科医学会会長、住友雅人。おめでとうございます。（拍手） 

○松村副会長 続いて岡野友宏先生、前へどうぞ。 

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。岡野友宏殿。大変申し訳ございませんが、以下同文

ということで、岡野先生に研究部門の会長賞をお渡しいたします。おめでとうございます。

（拍手） 

○松村副会長 続いて滝川正春先生、前へどうぞ。 

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。滝川正春殿。以下同文でございます。研究部門の会

長賞、おめでとうございます。（拍手） 

○松村副会長 続いて授賞基準第 3 条二号に該当する歯科医学教育の向上に多大なご貢

献をされました須田英明先生、前へどうぞ。 

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。須田英明殿。教育部門の会長賞、おめでとうござい

ます。（拍手） 

○松村副会長 続いて久光久先生、前へどうぞ。 

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。久光久殿。教育部門における会長賞、おめでとうご

ざいます。（拍手） 

○松村副会長 続いて大塚吉兵衛先生、前へどうぞ。 

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。大塚吉兵衛殿。教育部門の会長賞、おめでとうござ

います。（拍手） 

○松村副会長 続いて授賞基準第 3 条三号、地域歯科医療の向上に多大のご功績を残さ

れました和田忠子先生、前へどうぞ。 

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。和田忠子殿。地域歯科医療部門の会長賞、おめでと

うございます。（拍手） 

○松村副会長 それでは、ただいま受賞されました先生方を代表し、和田忠子先生より謝

辞を頂戴いたします。和田先生、どうぞよろしくお願いいたします。 

○和田忠子君 ただいま日本歯科医学会会長賞をいただきました。一同、本当に喜んでお

ります。この感動を胸に秘めながら、これからもより一層努力していく所存でございます。
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各位の皆様、感謝をしながら、これを私たちの謝辞といたします。今日は本当にありがと

うございました。（拍手） 

○松村副会長 和田先生、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の全日程を終了いたしました。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ませ。（拍手） 

 これをもちまして平成 25 年度日本歯科医学会会長賞授賞式を終了いたします。ご協力

ありがとうございました。 

○議長（木村博人君） 松村副会長、どうも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、休憩したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（休憩） 

    ○報告 

○議長（木村博人君） それでは休憩を解き、会議を再開いたしますので、ご着席くださ

い。「日程 6．報告」に入りたいと存じます。まず「一般会務報告」を井上総務理事より

お願いいたします。 

○井上総務理事 お手元に配布されている資料 1 でございます。ページ番号では 1 ペー

ジからになります。1 ページから一般会務報告が始まり、11 ページは平成 26 年度の諸会

議開催予定、12 ページは 26 年度の専門分科会学術大会の一覧、13 ページは認定分科会

学術大会の一覧となっております。 

 まず 1 の①でございます。通し番号の 1 ページをご覧いただきたいと思います。こち

らは平成 25 年 8 月 6 日より平成 26 年 2 月 23 日までの会務報告です。評議員会、常任

理事会、理事会、常置委員会、臨時委員会等の開催状況がつづられています。 

 1 ページ目は、8 月 6 日（火）学会第 90 回評議員会が開催された旨、また 9 月 4 日に

は学会第 2 回常任理事会、9 月 6 日には学会誌編集委員会の打合せ等が開催されていると

お読みいただきたいと思います。 

 2 ページ目に行きますと、9 月 24 日には学会第 1 回歯科医療技術革新推進会議、9 月

30 日には学会第 1 回英文雑誌編集委員会、10 月 1 日には学会第 1 回学会のあり方検討協

議会、非常に大事な学会の検討会ですが、今後の歯科医学会がどのようにというあり方検

討協議会が開催されております。10 月 4 日には学会役員打合せ会、10 月 6 日には平成

25 年度学術講演会について開催した旨の報告がございます。 
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 1 枚めくっていただきまして、10 月 15 日には学会第 1 回利益相反ガイドライン作成委

員会を開催し、こちらに関しては後ほどご報告申し上げますが、答申が出ております。

10 月 18 日には学会第 1 回国際交流委員会が開催されております。同日、日本歯科医師

会の学術・国際交流委員会との合同協議も初めて行われました。10 月 21 日には学会第 1

回広報委員会が開催されております。10 月 22 日には学会第 1 回日本歯科医学会誌編集

委員会が開催され、下記のことが決定されたということです。 

 10 月 23 日には学会第 1 回重点研究委員会が開催され、次の 4 ページにあるような内

容が決まりました。また同日、学会第 1 回厚労省受託事業班長会議を開催しております。

10 月 25 日には学会第 3 回学術講演委員会を開催し、以下のことが協議されました。10

月 29 日には学会第 1 回学術研究委員会を開催し、次の事項について協議されております。

10 月 30 日には学会第 3 回常任理事会が開催されております。 

 1 ページめくっていただきまして、11 月 10 日には平成 25 年度学術講演会、基調講演

として宮地先生、テーマとして小木曽先生、申先生等の開催が愛媛県において行われてお

ります。11 月 18 日には学会第 1 回厚労省受託事業／インプラント班を開催しております。

11 月 19 日には学会第 1 回ライブラリー収載部会を開催しております。11 月 22 日には学

会第 1 回厚労省受託事業／院内感染対策班が開催されております。11 月 23 日には日本歯

科医学会誌第 33 巻の座談会が以下のような内容で行われたというご報告でございます。

11 月 25 日、学会第 1 回厚労省受託事業／在宅歯科診療に関する情報収集事業班が開催さ

れております。 

 6 ページ目でございます。11 月 26 日には学会第 4 回学術講演委員会を開催し、次の事

項について協議したということです。同日、学会第 1 回厚労省受託事業／偶発症予防班

が開催されております。11 月 27 日には学会第 2 回重点研究委員会が開催されており、調

査の基本方針、ロードマップ、ワークショップ、フォーラムの開催等について検討がなさ

れております。同日、学会役員打合せ会、12 月 4 日には学会第 2 回広報委員会を開催し、

各分科会との広報連携について話し合われております。12 月 6 日、学会第 4 回常任理事

会が開催され、後ほどお話し申し上げますが、平成 26 年度事業計画、会計収支予算等が

話し合われております。 

 7 ページ目では、12 月 9 日、学会第 2 回日本歯科医学会誌編集委員会が開催され、同

日、学会第 2 回英文雑誌編集委員会が開催されております。12 月 13 日には日本歯科医

師会「歯科医療機器委員会」と日本歯科医学会「歯科医療技術革新推進協議会」の第 1

回合同会議が開催されております。内容としては、今後開発・実用化が望まれる歯科医療

技術ならびに歯科医療機器についてということで会議がなされました。12 月 25 日には学
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会役員打合せ会、12 月 26 日には学会第 1 回専門・認定分科会資格審査委員会が開催さ

れております。暮れの 27 日には学会第 2 回厚労省受託事業／インプラント班が開催され、

CQ 案について話し合われております。年が明けて 1 月 10 日、学会第 1 回顕彰審議会が

開催され、本日行われた平成 25 年度会長賞の候補者の選考が行われました。 

 8 ページ目ですが、1 月 14 日には学会第 2 回厚労省受託事業／偶発症予防班の会議が

なされました。1 月 17 日には学会第 2 回学会のあり方検討協議会が開催され、中間報告

書の作成について等が話し合われております。同日、学会役員打合せ会。1 月 21 日には

学会第 2 回利益相反ガイドライン作成委員会が開催され、同ガイドラインの作成、答申

書の作成ということで、本日、添付資料として配布されております。1 月 29 日には学会

第 5 回常任理事会が開催され、下にあるような顕彰審議会答申、利益相反ガイドライン

作成委員会答申といった内容があり、また本日の第 91 回評議員会への上程議案、これか

ら議題として出てまいりますが、第 1 号議案から第 5 号議案まで、これでよろしいかと

いうような話し合いがなされております。 

 1 月 31 日には第 3 回重点研究委員会を開催し、次の事項について協議しております。

事前アンケート調査、ロードマップについてということです。同日、学会第 2 回専門・

認定分科会資格審査委員会が開催され、専門分科会加入申請学会の審査について協議され

ました。2 月 3 日には学会第 3 回日本歯科医学会誌編集委員会が開催され、第 33 巻の編

集について話し合われております。2 月 14 日には第 1 回代表者会議が開催されました。

先ほど会長からお話がありましたように、ちょうど雪が降っており、どうなるかと思いま

したが、全員にご出席いただき、滞りなく終了いたしました。同日、第 3 回理事会も開

催され、以下のとおり協議がなされております。2 月 17 日には第 1 回専門医制協議会を

開催し、次の事項について協議したというかたちになっております。 

 11 ページ目には、日本歯科医学会平成 26 年度諸会議開催予定ということで、常任理事

会、理事会、評議員会等がございます。後ほど説明させていただきますが、予算等の関係

もあり、理事会、常任理事会、評議員会の回数の削減ということがありますので、後ほど

よろしくご審議のほどお願いしたいと思います。 

 12 ページ目には、平成 26 年度日本歯科医学会専門分科会総会の一覧が出ております。

専門分科会名から右へ、総会、開催期間・場所、責任者、連絡先・電話。 

 そして 13 ページ目には、同認定分科会総会の一覧が出ているということです。 

 以上、会務報告でございます。 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。続きまして「会計現況報告」を高橋常

任理事よりお願いいたします。 
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○高橋常任理事 それでは会計報告をいたします。資料番号 2 番の 14 ページをご覧くだ

さい。こちらが平成 25 年度 1 月末現在の学会会計収支計算書で、25 年 4 月 1 日から 26

年 1 月 31 日までの 10 カ月間の会計現況でございます。なお、この収支計算書では、款、

項の項目表示は省略してあります。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、第二款、学会会費収入、第四款、公告収入、第五款、受託金

収入はいずれも未執行です。第一款、特定資産運用収入は 1 万 4203 円。第三款、専門分

科会分担金収入は完納されております。第六款、雑収入は 49 万 2879 円。収入の合計は

455 万 7082 円です。 

 続きまして事業活動支出ですが、第一款、事業費支出は 6710 万円余、執行率は 51.9％

となっております。第一項の会員顕彰費支出の 14 万円余、これは会議開催に伴う旅費が

主な支出内容です。また第三項の英文雑誌関係費支出の 828 万円余は、英文雑誌刊行に

よる支出です。第十一項の内外渉外費支出の 262 万円余は、各分科会総会、学術大会へ

の出席に伴う出張の旅費およびお祝い金、さらに FDI 年次世界歯科大会への出席による

支出です。第十六項の人件費支出は、職員 1 名に対応する諸給与、社会保険料等です。 

 第二款、管理費支出は 2565 万円余、執行率は 47.8％となっております。主な支出項目

としては、第一項、会議費支出の 1182 万円余、第二項、事務費支出の 1380 万円余とな

っております。 

 第三款、他会計への繰入金支出は未執行です。こちらは一般会計への職員退職給与引当

資産を予定しております。 

 事業活動支出の合計は 9275 万円余、執行率は 50.3％となっております。 

 事業活動の収支差額は－8819 万円余です。こちらの会務の執行にあたっては適宜、事

業の進行状況を踏まえ、前期繰越収支差額より手当てをしてあります。以上でございます。 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。引き続き住友会長より「会長報告」を

お願いいたします。その前に壇上の整理を行いますので、しばしお待ちください。 

（壇上整理） 

○住友会長 会長報告をいたします。お手元にスライドのハンドアウトを資料ナンバー4

で配っておりますが、これはほとんど白黒の印刷物にさせていただきました。スライドの

ほうは枚数が少し増えておりますが、原則カラーで示します。後ろの方は見づらいかもし

れません。ハンドアウトとスライドを見比べながらご理解いただければと思います。 

 まず最初の挨拶でもお話をいたしましたが、前執行部でも多くの議論がなされていたの

は学会のスリム化でございます。ただし、そこに至る道程には試行錯誤の過程があります。

その過程での情報に基づいて進めていくことになります。とりわけ具現化するという目標
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を見据えておりますので、いかに効率よく実施するかにかかっています。そこで、委員会、

協議会等に諮問をお渡しし、中身の濃い議論を経て、答申をいただいております。 

 今日お話をする内容については、1 番、各種委員会・協議会への諮問。2 番、答申、ま

たそれ以降の作業の経過について。3 番、診療報酬に絡む提案書の評価結果。4 番、中医

協委員の堀先生の中医協総会における要望。5 番、平成 26 年度予算案の内訳。6 番、分

科会間の縦糸・横糸の策定。7 番、分科会懇談会・懇親会出席ということでお話をさせて

いただきます。 

 すでに私たちの執行部の第 1 回目の評議員会でお示しした体系図ですが、連携の部分

に団体が少し増えております。 

 常置委員会については、学会誌編集、英文雑誌編集、学術研究では集いの開催、それか

ら学術講演会は全国 4 カ所で行っておりますが、そういう従前の事業をやっていただく

とともに、それぞれの業務のあり方について検討していただいております。例えば学会誌

は 10 万部近い印刷物をつくっているわけですが、これが学会総予算の 10.2％を占める、

これでいいのかということでの検討をし、いろいろと答申をいただいております。 

 そして常置委員会ではない臨時の委員会については、臨時といっても 2 年間の継続を

するもの、答申をいただいた段階で解散するものがございますが、広報委員会からはすで

に一部答申をいただいております。これについては後ほど説明をさせていただきます。 

 国際交流委員会は、日本歯科医師会の関係委員会との合同会議を開催し、日中歯科医学

の交流についての答申をいただきました。これをもって中華口腔医学会の王会長とお会い

し、次の結論で合意いたしました。まず 1992 年から 20 年間に 6 回開催された日中歯科

医学大会は当初の目的が達成されたとの両国会長の合意の下、2012 年の成都で開催され

た日中歯科医学大会 2012 をもって終了とする。2、日中歯科医学大会に替わり、両国の

歯科医学会、中国は口腔医学会と称しておりますが、その総会を今後の日中歯科医学交流

の場として活用するということで合意を得ました。 

 顕彰審議会は、今日、会長賞表彰でございます。 

 専門・認定分科会はまだ答申をいただいておりません。三つの認定分科会から専門分科

会への加入申請がございました。現在、審査中と伺っています。 

 専門医制協議会については、先ほど会務報告でお話しいたしましたように、第 1 回の

会議を開催しております。医科では、仮称ですが、日本専門医機構という組織をつくるこ

とになっております。われわれも第三者機関設置の可能性の検討を開始しております。で

すから現在やっている学会の専門医の審査はいまのところ継続ですが、大きく見直して第

三者機関をつくるかどうかの討議が始まっているということです。 
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 それから今回、重点研究委員会を立ち上げ、現執行部のメインテーマをつくりました。

前回の評議会でも説明いたしましたが、小児の摂食嚥下障害に焦点を当てたテーマであり、

ロードマップ作成の検討が行われていると伺っています。 

 歯科医療技術革新推進協議会は、日本歯科医師会の歯科医療機器委員会との合同会議を

開催しております。この委員会は日本歯科商工協会からも委員が出ておりますので、三者

構成となっています。平成 24 年度に発行した「新歯科医療機器・歯科医療技術産業ビジ

ョン」で提案したものを具現化するために、委員にテーマを提出していただきました。す

なわち「産業ビジョン」の中身を読み込んで、重要度、必要度から各委員にテーマを出し

ていただいたわけです。トータルで 26 テーマが集まりました。現在、そのテーマの最終

選考まで来ております。この中から 1 個か 2個を選んで具現化しようということです。 

 歯科医療協議会については後でお話をします。 

 利益相反ガイドライン作成委員会、これについては答申が来て常任理事会等で承認を受

けましたので、このガイドラインは日本歯科医学会のホームページにすでに掲載しており

ます。後ほど担当役員から報告することになっております。 

 歯科診療ガイドラインライブラリー協議会は 1 回開催され、これまでの流れのかたち

で開催されております。 

 皆さん方が一番注目している学会のあり方検討協議会は、前執行部の機構改革委員会と

同じようなかたちになります。これは学会が今後どのようになっていくか、すなわち独立

し法人化をするのか、できるのか、そういうことの検討をお願いしているところです。 

 それについて、新しく評議員になられた方もいらっしゃると思いますので、少し詳しく

説明しておきます。これはスライドしかございません。皆さん方のお手元にはありません

が、第 87 回評議員会の議事録です。平成 24 年 1 月 20 日（金）開催のものでございます。 

 第 8 号議案、学会機構改革に関する件。提案理由。今日ご出席の当時の栗原総務理事

が「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、我が国の歯科医学諸分野の最高の学識を集結し、歯

科医学、歯科医療、または広く医療、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」

ということで、前日本歯科医学会会長の江藤先生がここでいろいろ説明をされています。 
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 そしてその後に続いて栗原総務理事が「少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、この国の公益法人化制度の流れの中で、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、議案として皆様方にお認めいただきたいところ

です」ということで、ここで質問等を受けるということですが、質問についてはありませ

んでした。 

 そこで議長の永田俊彦先生が「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」。すなわち、この黄色の部分が賛成多

数で可決したという認識でございます。まずこれをご記憶いただきたい。 

 どういうことかというと、今後の学会長個人の事業計画、私が考える事業計画はまだ誰

にも公表しておりませんが、こういうものを学会がすればいいのではないかという項目立

てはできております。なぜしないかということについては今後お話をしていきますが、私

としてはまず各分科会が学会の事業等に対して、運営を含めて、何を望んでいるかについ

て知りたいということで、各分科会に依頼いたしました。日本歯科医学会にどういうこと

を期待するか、求めるか、そのような内容について意見をいただきたいということです。 

 複数の提案があると思いますので、これは順位を付けて提出をお願いしたいと思います。

その内容を整理し、われわれがつくっているあり方検討協議会に情報提供をいたします。

独立し法人化となれば、自前の管理運営事業費が必要です。その資金の中で、学会の存在

意義を示す事業に取り組むことになります。すなわち、たくさんあったとしても、予算と

いうものがあり、事業計画も変わってくるし、厚みも変わってくる、そのような意味でご

ざいます。 

 この協議会の予定では、今年の 6 月ごろに中間答申案、11 月に最終答申案を提出くだ

さるとのことです。したがって、中間答申案を各分科会に公表し、ご意見をいただき、そ

の意見を協議会に提供し、最終答申案をお願いするという流れを予定しております。これ

は後ほど協議のところで皆さん方のご意見を伺いたいと思います。 

 それからこの答申案を学会の役員会で検討し、日本歯科医師会との協議を重ねて、でき

れば来年、平成 27 年 2 月開催の評議員会の議題としたいという行程でございます。そこ

で承認されれば、日本歯科医師会の代議員会の承認を得なければなりません。 

 とにかく分科会、会員が日本歯科医学会という組織を自分たちで維持運営するという強

い意志がなければなりません。そのために学会を見つめ、その存在意義を認識するには、

学会からの情報をしっかりつかんでください。これについては後でどうすればいいかとい

う一つの方法をお知らせします。また今日ここに来ていただいておりますので、皆さん方
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にお考えいただいてご意見をいただくということも必要でございます。 

 ただ、いま諮問しており、まだ答申が来ておりませんので、われわれがどういうかたち

で決めるかという話にはなりません。今年の 6 月に中間答申案が来ます。これについて

は執行部からの意見も述べたいし、皆さん方からのご意見もいただくという流れです。 

 では歯科医療協議会についてお話をいたします。平成 26 年度医療技術評価・再評価に

ついて、現在、日本歯科医学会分科会（認定分科会を含む）に属する学会、すなわち日本

歯科医学会のメンバーでないと、この提案書は歯科からは出せません。したがって、日本

歯科医学会が積極的に皆さん方と協力して提案書を提出しているわけです。 

 平成 26 年 1 月 22 日、中医協総会の審議承認ですが、新規保険収載等の評価を行う優

先度が高いと考えられる技術もすでに点数付けができております。全部で医科・歯科合同

で 135 を提案し、医科が 124、歯科が 11、保険収載がされました。医療技術評価分科会

としては今回の改定では対応を行わない技術、歯科は 54 です。医療技術評価分科会にお

ける評価の対象とならない技術、10 ということで、75 歯科から出して、11 が収載され

た。逆に言えば、64 リジェクトされたという意味でもあろうかと思います。 

 これはどういうことを言いたいかというと、収載率というのがあります。医科は今回、

改定率が非常に少ないこともあるのですが、17.2％です。歯科は 14.3％です。3％弱です

が、歯科が医科に劣っています。われわれとしては 20％を維持したい。それだけの努力

をしているわけで、それだけの効果を上げたいという努力目標、数値目標が 20％です。 

 先ほどの話ですが、1 番に関しては、評価すべき医学的有用性が示されているという評

価が付きます。 

 2 の部分については、この評価の中でずっと読み取っていくと、別途評価を行う根拠が

十分に示されていないなど四つあり、すでに保険適用されているものまで出してきている

ということです。根拠が十分に示されていないというところは、エビデンスがないと否定

されたわけで、これはある意味では非常に大きい。 

 3 番目は、薬事法における承認が確認できない、取っていないのではないか、もしくは

先進医療で行われている、中医協で議論済みの話であるということで、これもリジェクト

されたものです。 

 この理由について中医協の歯科から出ている堀先生が、歯科ではここ数年、日本歯科医

学会を中心にワークショップ等を開催し、各学会からの医療技術提案の精度向上の努力を

しているものの、提案を行う各分科会からは、提案が不採用になった場合の理由について、

「もう少し具体的に示してほしい」との要望が多いことを指摘した。「十分な根拠が示さ

れていない」といった抽象的な記載であるということで、七百いくつ全部に理由を細かく
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付けるのは大変ですから、具体的にはこのレベルのものですが、各分科会で出した提案書

の内容をしっかりと読み取り、どこが問題であったかということは議論すべきだと思いま

す。 

 日本歯科医学会としても、ワークショップを開催し、次の 2 年後の改定に向けてスタ

ートします。そして安達先生がおっしゃっているように、「不採用になったことによって

必要な技術が保険導入されなくなることによる国民への影響は重大であり、その意味から

も不採用の理由をはっきり示す」というものの見方、すなわち保険導入がされないことは

国民への影響が重大、国民にとって不利になるという意味で理由を述べてくれということ

で、採用されなかったことは先方が理解しないというのではなく、なぜ採用されなかった

かという検討が必要であろう。そして 20％を目標としたいということです。 

 それから予算の案ですが、いままでこういうかたちで予算が進んでおりました。江藤先

生のスライドの中から、平成 20～23 年度の 4 年間の予算の平均を持ってまいりました。

2 億 7000 万円でございました。総会の積立金は別途予算と考えていいと思います。した

がって 1 億 9000 万円で運営がなされていたわけですが、平成 25 年度、今年の予算は 2

億 6400 万円でございました。 

 26 年度は、8000 万円はそのまま残しておくとすると、2 億 900 万円、すなわち大幅に

下げました。会誌については、ウェブ配信をメインにして、印刷物は少しにします。した

がって、いま 10.2％のものが、ずっと下がって 303 万円になります。会議費も、皆さん

方にお集まりいただいてご議論いただくことは非常にありがたいのですが、もっと別の方

法で皆さん方と横、縦の糸をつくるという意味で、予算を少なくいたしました。 

 逆に学術研究関係費は 1000 万円上げました。これは学会においてやるべきことであろ

うということです。すなわち皆さん方が持っているデータを取りまとめる、もしくはそこ

にないものがあればこちらからお願いしてその部分を補っていくという、研究に関するも

のは上げさせていただいております。 

 これは後ほど会計から提案がありますので、お話がもう一回あろうと思います。こうい

うかたちで今回の予算を考えております。これは日本歯科医師会の 20％マイナスという

予算立てもあり、それに合わせている部分と、われわれがもし独立したときにどこまでス

リム化できるかという一つのシミュレーションのかたちも取っています。まだその最終で

はございません。過程のものでございます。 

 また先ほど言いましたように広報委員会等でご検討いただいておりますが、これだけで

はありませんが、「学会長ご挨拶」ということで、2 カ月に 1 度ここを更新しております。

一般国民もここにリンクしますので、会員の方々だけを意識していませんが、ぜひお目通
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しいただきたい。私はいま学会の流れについて四つのものに書いているので、白書が少し

遅れていますが、機会があればお目通しください。それから評議員会、理事会、常任理事

会などの活動状況が記載されています。ここをクリックして、その内容を把握していただ

きたい。学会がどのように動いているかということの把握をお願いするという意味です。 

 そして私はいま各分科会に出させていただいております。これについては資料に細かく

書いてありますので、お読み取りいただきたい。時間があれば先生方がやっている総会に

顔を出して、どういう運営がなされているか、会員の方々の興味はどういうものかを見た

いという気持ちもございます。 

 長くなりましたが、「会長報告」、以上とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（木村博人君） 住友会長、ありがとうございました。続きまして「日本学術会議

報告」を日本学術会議会員の古谷野潔先生よりお願いいたします。 

○古谷野理事 資料 5 をご覧ください。いくつかご報告がございますが、まず基本的な

点として、日本学術会議は全学術分野、物理学、工学、あるいは文学、哲学等まで含めて

210 名の会員がおり、歯科関係は 3 名です。北海道大学の戸塚名誉教授と、東京医科歯科

大学の山口朗教授と、私、古谷野で、あと東京大学の口腔外科の高戸教授が医学分野から

選ばれていますが、歯学分野に参加して活動を行っていただいております。学術会議は 3

年ずつの 1 期で、今年の 9 月までで 22 期が終わるというところにございます。 

 1 番目は報告「我が国の歯科医学の現状と国際比較」の発出についてということで、学

術会議の公の文書として提言、勧告、報告があるのですが、これは学術会議報告として、

学術会議の歯学委員会から「我が国の歯科医学の現状と国際比較」という報告を出してい

ます。各関係分科会等にもお送りしたところですが、数に限りがありますので皆さんの手

元に届いていないかもしれません。学術会議のホームページから、学術会議の公の文書で

すので、ダウンロードすることもできるようになっています。これを 2013 年 10 月に発

出しております。 

 その下のスライド、背景 1 にありますように、この報告書の概要はここに記載してあ

るとおりであり、細かいところは省きますが、我が国における歯科医学の現状と海外との

比較を整理したものです。これは次に報告する 2 番目の「マスタープラン 2014」を意識

した報告でもあります。 

 「マスタープラン 2014」についてご報告します。これは大型施設計画・大規模研究計

画に関するマスタープランを立てようというもので、もともと予算の枠があって科研費の

ように応募するというのではなく、学術会議が我が国に必要な学術の研究計画はこんなも

のであるということを策定するという位置付けのものです。 
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 資料の右上、3 枚目のスライドにありますように、2013 年 6 月の学術の大型研究計画、

これは全科学分野で 200 程度を選ぼうということで、歯学分野からは 1 件提案している

のですが、この 200 の中に残っております。 

 これをさらに絞り込み、重点大型研究計画、全分野で 25～30 を選出し、今年の 4 月の

学術会議の総会で公表される予定になっていますが、歯学分野から提出したものがここに

残るようにいまいろいろと活動しているところです。 

 このマスタープランに出す研究計画は学術全般を展望して必要なものということで、例

えばカミオカンデなど何百億円、何千億円まで含めた提案の中のものであり、少なくとも

5～10 年、数十億円以上、上限はないという研究計画です。 

 歯学分野から 1 件出ており、「口腔疾患グローバル研究拠点」ということで、東京医科

歯科大学を基盤の大学と設定しています。これはどこかに置いておかないと選定で残らな

いのでこういうかたちですが、オールジャパンの歯学領域を網羅して研究体制を構築する

という計画になっており、10 年間で 70 億円程度の申請をしております。4 月に採択され

れば、25 計画のうちの一つに残るということになります。ただ、いまのところ予算の裏

付けが完全にあるわけではなく、こういったものを学術会議として必要だとエンドースし

ておくと、文科省その他で予算が付いたときにはこの中からこれを取ろうというかたちの、

通常の公募と逆の方向を取るという位置付けになっています。 

 3 番目の分野別参照基準ですが、中教審が 2008 年に大学の分野別質保証、学士力の担

保ということで、その基盤になるものとして教育課程編成上の参照基準をつくるというこ

とを決めて、学術会議に付託しています。それを受けて各分野で参照基準をつくっている

ところと聞いております。これは医学・歯学領域ではモデル・コア・カリキュラムがあり

ますので、それとどこが違うのかということで歯学領域ではずいぶん議論して様子を見よ

うということでしたが、モデル・コア・カリキュラムとは違うものとしてつくるというこ

とで医学領域でも検討が始まり、歯学領域でも歯学委員会の中に参照基準検討委員会を立

ち上げて、いまから参照基準について検討することになっております。 

 4 番目の全国のがん拠点病院における口腔ケアの実態調査に関するアンケート調査につ

いては、先ほど申し上げた高戸教授が病態系歯学分科会で主要な立場で活動しておられて、

全国のがん拠点病院における口腔ケアの実態調査に関するアンケート調査をし、その結果

をいま解析中で、近々、22 期の間に何らかのかたちで公表することにしています。 

 5 番目として、第 56 回歯科基礎医学会学術大会・総会における日本学術会議とのシン

ポジウムということで、「超高齢社会における歯科基礎医学の役割」を開催することを歯

科基礎医学会に申請中です。これについては歯学委員会の基礎系歯学分科会の山口分科会
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長が進めておられます。以上でございます。 

○議長（木村博人君） 古谷野先生、ありがとうございました。続きまして「その他」と

して、「歯科医学研究等の COI 指針策定に関するガイドライン」のご報告を栗田常任理事

よりお願いいたします。 

○栗田常任理事 担当役員の栗田から報告させていただきます。資料 6 にございます。

すでにお目通しのことと思いますが、簡単に説明いたします。1 ページ、通しページの

19 ページの図 1 に COI の状況について図示されていますが、一般的に企業・団体組織か

ら謝金、研究費、寄付金、地位等が提供されると、私的な利益が発生してまいります。一

方で歯科医学研究等により研究発表、教育等を行い、公的な利益が発生する。 

 具体的にはどういう事業かというと、8、9 ページ、通しページの 26、27 ページにあ

りますが、ほとんどのすべての活動ということになります。すなわち、この二つの利益が

相反する状態を各学会・機関においてうまくマネジメントしていただきたいということで

す。 

 つきましては、このマネジメントのために COI の指針・細則を作成し、関係する委員

会を立ち上げていただかなければならない、それをつくるガイドラインということで、タ

イトルのごとく「歯科医学研究等の COI 指針策定に関するガイドライン」ということで

す。医学会ではすでに始まっていることでご存じだと思いますが、本学会の分科会におい

てもこういったことをやっていただきたいということです。以上でございます。 

○議長（木村博人君） 栗田先生、ありがとうございました。それでは、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。これまでの報告に対する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。 

 執行部、このほかに追加報告はございますか。ございませんか。 

 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 日本歯科医学会規程の一部改正 

○議長（木村博人君） 引き続き「日程 7．議事」に入りたいと思います。それでは「第

1 号議案 日本歯科医学会規程の一部改正」を議題といたします。「第 1 号議案 日本歯

科医学会規程の一部改正」についての提案説明を井上総務理事よりお願いいたします。 

○井上総務理事 ご説明申し上げます。これも 1 週間ほど前に第 1 号議案というかたち
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で配信させていただいております。内容に関しては、「日本歯科医学会規程の一部改正」

というものです。 

 提案理由は、社団法人日本歯科医師会が平成 25 年 4 月に公益社団法人に移行したこと

に伴い、日本歯科医学会の位置付けが大きく変容した。 

 特に評議員会の権限が縮小され、予算および決算に関わる事案の議決権を要しなくなっ

た。 

 事業計画・収支予算に関わる事項は、日本歯科医師会代議員会における決議を要し、そ

の他の日本歯科医師会の事業に関わる事項は、評議員会の諮問に付し、日本歯科医師会理

事会の議決を要すると、新たに定義された。 

 これまで本学会では、予算と決算に関わる事案を年 2 回の評議員会の審議・議決をも

って会務の執行および運営に努めていた。 

 しかし、日歯の公益社団法人への移行に伴う、日本歯科医学会規程の変更により、評議

員会に付議する事項が縮小されたので、実態に即した評議員会の開催時期の改正を行いた

いということが提案理由です。 

 参考条文としては、日本歯科医学会規程の第 32 条、この規程を変更し、又は廃止しよ

うとするときは、評議員会の議を経て、日本歯科医師会理事会の議決を経なければならな

いということです。 

 具体的には、次のページですが、提案理由に基づき、次のとおり日本歯科医学会規程の

一部改正を行うものとする。 

 新旧条文対照表がございます。右側が現行条文、左側が改正条文案です。これは第 4

章の会議に関するものであり、第 13 条の現行条文、「評議員会は、毎年 2 回、2 月、8 月

に、学会会長がこれを招集する」というのを、先ほどの理由に基づき、「評議員会は、毎

年 1 回、2 月に、学会会長がこれを招集する」に変更ということです。 

 2 番目の第 4 節、代表者会議ですが、第 20 条 4 項、「代表者会議は、学会、理事会の

議を経て、学会会長が招集する」という現行条文を、「代表者会議は、学会会長が必要と

認めたときは、学会理事会の議を経て招集することができる」と変えています。以上でご

ざいます。よろしくご検討のほどお願いいたします。 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。それでは「第 1 号議案 日本歯科医

学会規程の一部改正」に対し、ご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手をお願

いいたします。 

 ご質問がないようですので、採決いたします。「第 1 号議案 日本歯科医学会規程の一

部改正」に賛成の方は挙手をお願いいたします。 
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（賛成者挙手） 

○議長（木村博人君） ありがとうございます。賛成多数。よって「第 1 号議案 日本

歯科医学会規程の一部改正」は可決確定いたしました。 

    第 2号議案 日本歯科医学会専門分科会承認基準の一部改正 

○議長（木村博人君） 続きまして「第 2 号議案 日本歯科医学会専門分科会承認基準

の一部改正」を議題といたします。「第 2 号議案 日本歯科医学会専門分科会承認基準の

一部改正」についての提案説明を松村副会長にお願いいたします。 

○松村副会長 では第 2 号議案の説明を申し上げます。資料は、配信資料ですと「PDF

第 2 号議案」というファイルをご覧ください。印刷版ですと 2 ページにわたっておりま

す。「第 2 号議案」、左上に記載がございます。そのファイルをご覧いただきたいと思い

ます。「日本歯科医学会専門分科会承認基準の一部改正」です。 

 ただいまお認めいただきました第 1 号議案において、評議員会が年 1 回開催というこ

とになりました。 

 第 2 号議案としては、提案理由として、日本歯科医学会規程の一部改正に伴い、同規

程第 13 条中、評議員会の開催時期が学会会務の合理性・効率化を図る観点から、毎年 1

回、2 月開催に改められた。 

 ついては、本学会の組織基盤の根幹となる歯科医学を構成する専門領域ごとに置くこと

のできる 1 専門分科会の加入の可否については、評議員会の議決を要するため、当該申

請学会の加入に関わる議案の提出時期の改正を行いたい。 

 本件は評議員会の議決を要する事項でございます。 

 次のページに行ってご覧いただきますと、新旧対照が記載してあります。先ほど来、議

題に出ているとおり、現行条文ですと、（加入の可否）と記載の「7．学会会長は、加入

を可とする答申を受理したときは、学会理事会の議を経て当該申請学会の加入に関わる議

案を加入申請の行われた年の翌年 8 月に開催する評議員会に提出する」。この翌年 8 月の

評議員会がなくなるので、左側に記載の「翌々年 2 月に開催する評議員会に提出する」

ということです。これは評議員会が年 1 回になることを受けての改正です。 

 同じく（加入の時期）については、右側の現行では、「評議員会の議決の翌年の 4 月 1

日とする」というところを、改正では、「評議員会の議決の年の 4 月 1 日とする」。すな

わち、2 月に評議員会開催ですから、その 2 カ月以内ですが、4 月 1 日に加入ということ

で、附則、「この基準は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する」という改正案でございます。

ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。それでは「第 2 号議案 日本歯科医
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学会専門分科会承認基準の一部改正」に対し、ご質問をお受けいたします。ご質問のある

方は挙手をお願いいたします。特にないでしょうか。 

 ご質問等がないようですので、採決いたします。「第 2 号議案 日本歯科医学会専門分

科会承認基準の一部改正」に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。賛成多数。よって「第 2 号議案 日

本歯科医学会専門分科会承認基準の一部改正」は可決確定いたしました。 

    第 3号議案 平成 26年度日本歯科医学会事業計画 

○議長（木村博人君） 続きまして「第 3 号議案 平成 26 年度日本歯科医学会事業計

画」を議題といたします。「第 3 号議案 平成 26 年度日本歯科医学会事業計画」につい

ての提案説明を住友会長にお願いいたします。 

○住友会長 先ほどの「会長報告」でもお話をいたしましたが、第 3 号議案である事業

計画をこういうかたちで立てました。Ⅰ．重点計画、Ⅱ．一般計画、Ⅲ．その他という分

類は、いままでの分類を踏襲しています。この項目立てではわかりづらいと思いますので、

先ほどの「会長報告」の内容と、メリハリをつけたつもりの予算案を横目で見ながら読み

取っていただくということになろうかと思います。 

 重点計画ですが、関連組織との連携の強化があります。現時点は日本歯科医師会の組織

の中にありますが、独立となっていったときには、関連組織との連携の強化を積極的に図

らなければいけません。したがって、そういうものも想定しながら、先ほど体系図でお示

ししたように、歯科医師会だけではなく、いろいろな組織との連携を図っていきたいと思

っています。 

 2 番目の歯科医療への学術的根拠の提供は、皆さん方すでにお気づきのとおりで、いろ

いろなかたちでこれをやっていく。 

 3 番目に歯科医療技術革新の推進があります。アベノミクスも、歯科だけではなく、医

療技術革新を積極的に推進しています。そういうものに予算が付くということもあります

ので、われわれとしても新しい技術、器材についてやっていこう。先ほどお示しした 26

テーマの中からそういうものを選んで具現化していくということです。 

 国際連携のあり方の検討は、すでに日中歯科医学大会はやめて、次のステップに入って

いく。 

 学会機構のあり方の検討は、先ほどお話をしたとおりです。 

 専門医制度のあり方が今後、重要になります。第三者機関をつくるとなったときに、ど

のようにやっていくか。医科は現在、厚生労働省が主体でやっています。歯科もそういう
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かたちが取れればと思います。皆さん方のこの点についてのご協力をお願いいたします。 

 一般計画については、すでに常置委員会等で行っているものであり、この作業をしなが

ら、あり方についての答申をいただくようになっています。要するに、現在の常置委員会

の見直しも含めて、一般計画としてこういうかたちで挙げさせていただきました。 

 それから平成 26 年度は、専門分科会、認定分科会等への助成がございます。ただ、予

算立ては－20％になっています。これが今後、独立法人化したときにどのようになるか

はこれからの答申案を見て、皆さん方のご意見をいただきながら決めていくことになろう

かと思います。 

 第 23 回日本歯科医学会学術大会（総会）は、いままでの流れの中で、福岡歯科大学を

主幹校として九州連合でやっていただくことになっています。九州にある歯科大学歯学部

と歯科医師会の連合でやることになります。実際には 30％の経費を削減した総会になり

ますので、いままでとはかたちが違うものであろうと思っています。以上でございます。

提案申し上げます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。それでは「第 3 号議案 平成 26 年度

日本歯科医学会事業計画」に対し、ご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手を

お願いいたします。ございませんか。 

 ご質問等がないようですので、採決に移らせていただきます。「第 3 号議案 平成 26

年度日本歯科医学会事業計画」に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○議長（木村博人君） ありがとうございます。賛成多数。よって「第 3 号議案 平成

26 年度日本歯科医学会事業計画」は可決確定いたしました。 

    第 4号議案 平成 26年度学会会計収支予算 

○議長（木村博人君） 続きまして「第 4 号議案 平成 26 年度学会会計収支予算」を議

題といたします。「第 4 号議案 平成 26 年度学会会計収支予算」についての提案説明を

高橋常任理事よりお願いいたします。 

○高橋常任理事 それでは「第 4 号議案 平成 26 年度学会会計収支予算」について提案

をさせていただきます。 

 まず平成 26 年度学会会計の予算編成を行うにあたり、基本的な考え方として、一つ目

は先ほど住友会長の説明にも方向がございましたとおり、諸事業についてはこれまでの事

業計画を継承しつつも、新たに重点事業を明確に示して、メリハリを付けた予算編成を行

う。 

 二つ目は昨今の厳しい財政状況を考え、総予算全体で 20％のマイナスシーリングを図
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るべく、費用対効果を第一義に考えて事業仕分けを進めました。また事業全般を検証した

うえで無駄を排除、効率的かつ合理的な会務運営が行われるような予算配分を行っており

ます。 

 それでは収支予算書をご覧ください。学会会計は、事業活動収支の部、投資活動収支の

部、財務活動収支の部、予備費支出の四つの項目から構成されています。 

 まず予算総額からお話しいたします。事業活動収支の部については、収入の合計は 2

億 818 万円、支出合計は 1 億 4344 万円、収支差額は 6474 万円です。 

 投資活動収支の部は、収入合計が名目計上で 3000 円、支出合計は 8000 万円です。こ

れは先ほどからお話が出ているように、4 年に 1 度開催される学術大会の準備資金として

の学術大会積立金積立資産取得支出であり、収支差額は 7999 万円となります。 

 財務活動収支の部および予備費支出は計上がございません。 

 したがって、当期収支差額は－1525 万円となり、前期繰越収支差額の 2 億円を含めて、

次期繰越収支差額は 1 億 8475 万円です。 

 続きまして主な予算の細目について、まず収入の部から順を追って説明いたします。1

の事業活動収入でございます。第一款の特定資産運用収入は 5 万円です。第二款の学会

会費収入は 2 億 357 万円で、前年度予算と比較して 2396 万円の減です。こちらは日本歯

科医師会の正会員第 1 種の会費が平成 24 年度は 1 人当たり 5000 円でしたが、25 年度は

4500 円、来年度、26 年度は 4000 円となるために減収となっています。日本歯科医師会

が将来の会員数のシミュレーションを行ったところ、どんどん減ってくるということで、

今年も大久保会長から事業は 2 割カットという話が出ました。日本歯科医学会もそのよ

うな方針でやっています。2 割までは行きませんでしたが、10％近くの事業費減となって

いるので、こういうかたちにさせていただきました。 

 第三款の専門分科会分担金収入は 405 万円です。第四款広告収入は 1000 円で、前年度

に対して 352 万円余の減額です。これは日本歯科医学会雑誌がオンラインジャーナルへ

転換することに伴い、広告収入が見込めないということによります。第五款の受託金収入

も 1000 円で、これも名目計上です。厚生労働省の受託事業として、平成 23 年から 3 年

間、継続事業として実施しましたが、平成 25 年で終了となりますので、こういうかたち

になっています。第六款の雑収入は 51 万円。第七款の他会計からの繰入金収入は 1000

円で、これも名目計上です。 

 したがって、事業活動収入の合計は 2 億 818 万円余となり、前期繰越収支差額 2 億円

を加えたトータルの収入合計は 4 億 818 万円余となっています。 

 続きまして支出の部でございます。事業活動支出は、第一款、事業費、第二款、管理費、
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第三款、他会計への繰入金から構成されています。 

 初めに第一款の事業費支出は 9276 万円余で、前年度予算と比較して－28.3％、3656

万円余の減となっています。 

 第一項の会員顕彰費支出は 207 万円です。第二項の会誌関係費支出は 303 万円余で、

前年度に比較して 2233 万円の減です。平成 26 年度発行の雑誌の第 34 巻からオンライン

化へ移行することにいたしました。なお、歯科大学歯学部等に発送する必要最小限の

1000 部だけは印刷する予算措置です。第三項の英文雑誌関係費支出は 845 万円余で、前

年度に比較して 63 万円余の減となっています。第四項の歯科用語関係費支出は 18 万円

余で、6 万円余の減です。 

 第五項の学術研究関係費支出は 3162 万円余で、1040 万円余の増額です。こちらは新

たな科目として重点研究費、歯科医学研究助成費を設け、研究事業に重点を置く、それぞ

れ 800 万円を予算措置したものです。第六項の学術講演関係費支出は 532 万円余で、こ

ちらも 12 万円余の増となっています。平成 26 年度の学術講演会は、奈良県、長崎県、

長野県、千葉県での開催を予定しております。 

 第七項の専門分科会等助成金支出は 2012 万円で、488 万円の減となっています。これ

は一律 20％マイナスシーリングという措置を取りました。第八項の国際学会補助金支出

は 1000 円。26 年度に国際学会を行う専門分科会等の申請がないので、こういうかたち

です。第九項の関係団体委託金支出は 94 万円で、14 万円の増。IADR 活動の調査研究を

JADR に委託する 80 万円を 20％削減しました。また日中医学協会の団体の年会費 30 万

円は、第十三項の雑支出から第九項の支出項目への移行を行いました。 

 第十項の調査関係費支出は 918 万円余で、こちらも 170 万円の減。調査関係活動に関

わる会員旅費の削減です。第十一項の内外渉外費支出は 401 万円余で、144 万円余の減。

これまで本学会から FDI へ役員 1 名を派遣したが、これを廃止したものです。第十二項

の学会関係資料収集作成費支出は 10 万円で、前年どおりです。第十三項の雑支出も 100

万円で、前年どおり。第十四項の広告取扱手数料支出は 1000 円で、56 万円の減。これ

は学会誌のオンライン化により広告収入が見込めないためです。第十五項の人件費支出は

670 万円余で、32 万円余の増となっています。 

 続きまして管理費支出です。管理費支出は、評議員会、常任理事会等の会議開催に伴う

旅費、諸経費、職員の人件費、出張旅費、ホームページ運用関係費等の支出です。第二款

の管理費支出、3519 万円で、本年度予算と比較して－34.4％、1849 万円余の減額予算と

なっています。 

 第一項の会議費支出は 1458 万円で、1490 万円余の減。こちらは評議員会の開催数を
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2 回から 1 回、常任理事会の開催数を 8 回から 4 回、代表者会議については必要に応じて

開催するということで、今回は予算計上してありません。このように会議の開催を最小限

に抑え、会議のあり方を見直したものです。第二項の事務費支出は 2031 万円で、358 万

円余の減。人件費支出は事務局員の異動のためです。 

 最後に他会計への繰入金支出です。第三款の他会計への繰入金支出は 1548 万円余で、

本年度予算と比較して 1400 万円の増額となっています。次年度、平成 26 年度から本格

的に準備が始まる第 23 回日本歯科医学会学術大会に対応し、こちらへ資金を繰り入れる

ためです。 

 ここまでが事業活動支出で、合計が 1 億 4344 万円で、前年度の予算と比較して 4105

万円余の減額予算となっています。 

 あと投資活動支出ですが、これは 2 年後の第 23 回日本歯科医学会学術大会に向けて、

積立金資産の取得費として 8000 万円を計上しています。したがって、トータルの支出の

合計は 2 億 2344 万円となります。以上でございます。 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。それでは「第 4 号議案 平成 26 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お願

いいたします。ございませんか。 

 ご質問等がないようですので、採決いたします。「第 4 号議案 平成 26 年度学会会計

収支予算」に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○議長（木村博人君） ありがとうございます。賛成多数。よって「第 4 号議案 平成

26 年度学会会計収支予算」は可決確定いたしました。 

○高橋常任理事 議長、ここでお願いがございます。 

○議長（木村博人君） 高橋先生、どうぞ。 

○高橋常任理事 ただいま第 4 号議案を可決していただき、本当にありがとうございま

した。ただ、本予算に関しては、3 月に開催される日本歯科医師会の代議員会において審

議、可決といった手順を踏まなければなりません。したがって、審議過程で微調整が行わ

れる可能性がありますので、その場合は学会長にご一任いただくことをここでお認めいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（木村博人君） ただいま高橋常任理事からご提案いただきました第 4 号議案の

取り扱いについて、ご承認いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木村博人君） どうもありがとうございます。ご異議がないようですので、ご承
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認いただいたものと認めます。 

    第 5号議案 平成 26年度第 23回日本歯科医学会学術大会会計収支予算 

○議長（木村博人君） 続きまして「第 5 号議案 平成 26 年度第 23 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。 

○高橋常任理事 それでは「第 5 号議案 平成 26 年度第 23 回日本歯科医学会学術大会

会計収支予算」について提案をさせていただきます。 

 この第 23 回の大会は、福岡歯科大学を主幹校として、平成 28 年 10 月 21～23 日の 3

日間、福岡国際会議場をメイン会場にして開催されます。これについては本年の 4 月か

ら関係委員会が立ち上がり、いよいよ本格的な準備に入るということです。それに伴い、

26 年度から本会計を活用していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは収支予算書をご覧いただきたいと思います。学術大会会計も、事業活動収支の

部、投資活動収支の部、財務活動収支の部、予備費支出の四つの項目から構成されていま

す。 

 先に総額から申し上げます。事業活動収支では、収入合計は 1400 万円、支出合計は

1328 万円で、収支差額は 71 万円余となっています。投資活動収支、財務活動収支は予

算計上がございません。予備費支出もございません。したがって、当期収支差額は 71 万

円余です。 

 細目について説明いたします。まず収入の部、事業活動収入です。第一款の雑収入、こ

れは名目の計上です。第二款の他会計からの繰入金収入は、学会会計からの繰入金 1400

万円を計上してあります。したがって、事業活動収入の合計は 1400 万円となっています。 

 続きまして支出の部です。こちらは第一款の事業費、第二款の管理費、第三款の他会計

への繰入金から構成されています。 

 第一款の事業費ですが、今回は項目立ての名目計上です。 

 第二款の管理費ですが、第一項の大会準備費支出は 1326 万円で、1）～8）の数字が載

っています。こちらを計上しています。 

 第三款の他会計への繰入金支出ですが、こちらも名目です。 

 続きまして投資活動支出、財務活動支出ですが、今回は計上がございません。 

 したがって、事業活動支出の合計は 1328 万円余となっています。以上でございます。 

○議長（木村博人君） ありがとうございました。それでは「第 5 号議案 平成 26 年度

第 23 回日本歯科医学会学術大会会計収支予算」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。 
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 ご質問等がないようですので、採決いたします。「第 5 号議案 平成 26 年度第 23 回日

本歯科医学会学術大会会計収支予算」に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○議長（木村博人君） ありがとうございます。賛成多数。よって「第 5 号議案 平成

26 年度第 23 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。 

○高橋常任理事 議長、お願いいたします。 

○議長（木村博人君） 高橋常任理事、どうぞ。 

○高橋常任理事 ただいま第 5 号議案を可決確定していただき、本当にありがとうござ

います。こちらについても 3 月の日本歯科医師会代議員会の審議を経て確定いたします。

したがって、微調整の必要が出た場合は、学会長に一任ということで、よろしくお願いい

たします。 

○議長（木村博人君） ただいま高橋常任理事からご提案いただきました第 5 号議案の

取り扱いについて、ご承認いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木村博人君） どうもありがとうございます。ご異議がないようですので、ご承

認いただけたものと認めます。 

 これをもってすべての議事は終了いたしました。 

    ○協議 

○議長（木村博人君） 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、執行部よりご提案、ご説明をお願いいたします。 

○井上総務理事 「協議」という項目になっていますが、意見交換のような意味合いを若

干持っているとお考えいただきたいと思います。いままで予算の話や会長先生の「会長報

告」等もお聞きいただきました。会長先生のお考えには、できるだけ分科会の会員の方々

の意見を聴いて、それをまとめ上げていきたいということがございます。もちろん会長先

生のお考えはあるわけですが、できるだけ意見をたくさん聴きたいということで現執行部

は 8 カ月間行ってまいりました。 

 その中で最初の「一般会務報告」で私から報告させていただいたように、五つの常置委

員会、10 余りの臨時委員会が粛々と行われており、すでに 2 委員会からは答申を出てき

ております。そのほか休会的な会もあるのですが、このような中で 8 カ月間、無事に会

務が行われてきた。また「会長報告」ならびに第 3 号議案で平成 26 年度の事業計画とい

うことで会長先生からお話があったとおり、このようにして進めていきたいと思っており
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ます。 

 第 3 号議案または報告のときにご質問等はございませんでしたが、改めて最後になる

というところで意見交換等がもしあればということで、「協議」という中に入れさせてい

ただいた次第でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（木村博人君） ありがとうございます。ただいまの執行部のご提案に対し、ご質

問等がございましたらお受けいたします。どなたかご質問のある方はございませんか。ご

ざいましたら挙手をお願いいたします。番号とお名前をお願いいたします。 

○山崎評議員 会務のことでお聞きしたいのですが、平成 26 年度の評議員会は 1 回とい

うことで、もちろん会の効率化自体には賛成です。ただ、日程を拝見すると、平成 27 年

2 月 25 日となっています。2 月 25 日は国立大学の前期日程に重なっている日です。もし

可能であれば、26 年度については変更は難しいかもしれませんが、それ以降についてご

配慮いただければありがたいと思って発言させていただきました。 

○議長（木村博人君） ありがとうございます。明後日 26 日は毎年、国立大学の医学部

もそうですが、入学試験です。執行部、答弁をお願いいたします。 

○井上総務理事 常任理事会、理事会でそこの問題が出てきませんでしたので、来年度、

もし検討ができればさせていただきますが、再来年度からは検討の対象にさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（木村博人君） よろしいでしょうか。ほかに何かご質問等はございませんか。な

ければ、（2）学会の機構改革について、執行部よりご提案、ご説明をお願いいたします。  

○井上総務理事 こちらに関しても先ほど会長先生からお話がございました。また今年の

4 月から先生方ご承知のように、日本医学会は日本医学会連合として新法人を立ち上げる

ことになっております。それではいままでの日本医学会はどういう立場になっているのか

というと、考え方によってはおかしな、いままでの日本医学会の分科会を取りまとめてい

た日本医学会の中に存在している。いまわれわれが日本歯科医師会の中にある学術のよう

なかたちでの日本歯科医学会と同じようなかたちで、その仕事は残し、他方で法人格を持

ったものでなければいけないものは日本医学会連合として独立するというかたちになって

います。これがこの 4 月からということです。 

 しかし、われわれは別にこれを目指しているわけではなく、あり方検討会というかたち

で検討を重ねております。そしてこれも先ほど申しましたように、住友会長はご自分で項

目立ててある程度できているはずですが、分科会の先生方のご意見を聴きたいということ

で、あり方委員会が 2 回行われ、活発なメール会議も行われております。今後の予定で

は、6 月中旬に中間答申が出ることになっています。最終答申は 11 月にいただけると、



32 

 

あり方検討委員会から承っております。6 月中旬に中間答申が出た際に、先生方、各分科

会に中間答申をご提示いたします。それに対して各分科会からのご意見を頂戴したいとい

うこちらの意向でございます。このようなお願いですが、特に協議ということではなく、

このようなかたちで進めていきたいと執行部では考えているということです。よろしくお

願いいたします。 

○議長（木村博人君） ただいまの執行部の提案に対し、ご質問等がございましたらお受

けいたします。ご質問等がございます方は挙手をお願いいたします。ございませんか。 

 それでは（3）その他、執行部からのご提案、ご意見等はございますでしょうか。 

○井上総務理事 執行部からはございません。 

○議長（木村博人君） ご出席の評議員の先生方からのご意見、ご提案等はございますで

しょうか。 

 ご提案等がないようですので、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 91 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（木村博人君） それでは閉会の辞を今井副会長にお願いいたします。 

○今井副会長 先生方におかれましては長時間にわたり慎重なご審議を賜り、まことにあ

りがとうございました。おかげさまで本日は上程した議案についてすべてご承認いただき

ました。今後も先生方からの貴重なご意見、ご要望にできるだけ沿うように努めてまいり

たいと考えております。改めて先生方の深いご理解とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。本日はお忙しい中、大変貴重な時間を割いてご出席いただきまして感謝申し上げ

ます。これで閉会の辞とさせていただきます。どうもありがとうございました。（拍手） 

午後 4 時 33 分閉会 
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