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日本歯科医学会第 99回評議員会議事録

○日 時 平成 31 年 2 月 19 日（火）

     午後 2 時 00 分開会、同 4 時 47 分閉会

○場 所 東京都千代田区九段北四丁目 1 番 20 号

     歯科医師会館 大会議室

○出席者 評議員 歯科基礎医学会  中村雅典 外 60 名

            役 員 学会会長     住友雅人 外 31 名

◯会議の成立

○議長（矢島安朝君） 大変お待たせいたしました。定刻になりましたので、ご着席をお

願いいたします。

 評議員の先生方、お忙しいところご参集いただきまして、誠にありがとうございます。

これより氏名点呼を行います。事務局、点呼願います。

（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 64 名中、出席評議員 61 名、欠席評議員

3 名、以上でございます。

○議長（矢島安朝君） ただいま事務局より報告されましたとおり、評議員総数 64 名、

出席評議員 61 名、欠席評議員 3 名でございます。従いまして、日本歯科医学会規程第 15

条により、本評議員会は成立いたしました。

 それでは、ただいまより第 99 回評議員会を開会いたします。

 初めに、昨年 6 月 19 日に開催いたしました第 98 回臨時評議員会後、日本歯科医学会評

議員選出基準に基づき、新たに評議員に選出されました先生がいらっしゃいます。お名前

を読み上げますので、お手数ですが、呼ばれた方はご起立、一礼の後、ご着席いただきた

いと存じます。32 番、山口評議員、41 番、井汲評議員、ご欠席ですか。44 番、本田評議

員、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

 また、本日、予備評議員の方々がご出席されております。こちらの先生方も、呼ばれた

方はご起立、一礼をお願い申し上げます。5 番、北村評議員、9 番、原田評議員、20 番、

林評議員、59 番、南出評議員。ありがとうございました。以上の方々は事前に通知があり、



事務手続が済んでおりますことをご報告申し上げます。

◯開会の辞

○議長（矢島安朝君） それでは、日程に従いまして、日程 1「開会の辞」を松村副会長

にお願いいたします。

○松村副会長 皆さん、こんにちは。本日はご多用のところご参集いただき、誠にありが

とうございます。ただいまから第 99 回評議員会を開催いたします。

 本日は、定例の評議員会となっておりまして、議案といたしましては、資料で配付させ

ていただきましたが、専門分科会への加入、規程の一部改正、次年度事業計画、次年度の

学会と学術大会の予算、認定分科会承認基準の改正などが上程されております。

 また、議事に先立ち、本年度の日本歯科医学会会長賞の授賞式が行われる予定でござい

ます。会議におきましては、慎重なご審議を賜りますようお願い申し上げます。

 本日は第 99 回ですので、99 と申しますと、阪神のナバーロとか、中日の松坂とか、あ

るいは、日本ハムでは王選手の背番号と同じ数字でございます。今日、会館内で拍手など

をされます方は、ぜひ肩をお大事になさっていただきたいと思います。学会の方も、分科

会の皆様方の足を引っ張らないよう運営してまいりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

 それでは、本日はこれをもって開会といたしますので、ご審議賜りますよう、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。（拍手）

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

◯日程の変更

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

名人の指名」となっておりますが、日程を一部変更いたしまして、「日程 6．報告」に入り、

（4）理事の選任（変更）についてのご報告をお願いしたいと存じますが、ご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（矢島安朝君） ありがとうございます。それでは、ご異議がないようでございま

すので、日程を変更して報告事項に入ります。



◯報告

○議長（矢島安朝君） それでは、「日程 6．報告」の（4）理事の選任（変更）について

のご報告を、今井総務理事よりお願いいたします。

○今井総務理事 それでは、「日程 6．報告」の（4）理事の選任（変更）についてご報告

いたします。

 資料の 26 ページをお開きください。理事の選任（変更）についてですが、日本歯科医

学会規程第 6 条第 3 項の規程に基づき、日本顎関節学会から指名理事の変更の申し出がご

ざいました。それにより、日本顎関節学会の近藤壽郎先生が理事に就任されましたことを

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、2019 年 6 月 30

日までとなります。

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

願いいたします。

 ご報告は、以上でございます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。近藤理事は、本日ご欠席でございます。

◯議事録署名人の指名

○議長（矢島安朝君） 次に、「日程 2．議事録署名人の指名」ですが、議長より指名させ

ていただきます。29 番、西巻評議員、60 番、安岡評議員、以上 2 名の評議員の先生方に

お願いいたします。

◯物故会員に対する黙祷

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

ます。白圡清司先生、佐野公人先生をはじめ、物故されました会員の方々に対して弔意を

表し、黙祷を捧げたいと存じます。それでは、ご起立をお願いいたします。

 ご冥福をお祈りいたしまして、黙祷を捧げたいと思います。黙祷始め。

 ありがとうございました。ご着席いただきたいと存じます。

◯挨拶

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



住友会長、ご挨拶をお願いいたします。

○住友会長 日本歯科医学会会長の住友雅人でございます。

 最近、世間でよく言われているのが「平成最後の○○」と言います。この第 99 回日本

歯科医学会の評議員会も、平成最後の評議員会でございます。平成最後の評議員会が第 99

回、そして今年 6 月に新しい年号のもとで開催されます評議員会が第 100 回、この区切り

といいますか、そこに何か大きな思いを感じるところでございます。

 今年、日本歯科医学会は、日本歯科医師会が 1949 年に創設いたしまして、70 年を数え

ます。すなわち 70 周年の記念の年でございます。特別式典等の催し物はいたしませんが、

後ほど会長報告のところでお話しさせていただきますが、70 周年の記念事業を行ってまい

ります。評議員の皆様方におかれましても、一人一人が古希を迎えた我々の母体である日

本歯科医学会を改めて認識され、一層のご協力をお願いする次第でございます。

 どうぞ本日の第 99 回評議員会、いろいろとご意見をいただき、また第 100 回に向けて

進めていきたいと思います。何とぞ、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうご

ざいます。（拍手）

○議長（矢島安朝君） 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、堀

憲郎先生よりご挨拶をいただきたいと存じます。

 それでは堀会長、よろしくお願いいたします。

○堀日本歯科医師会会長 一言ご挨拶を申し上げます。第 99 回日本歯科医学会評議員会

ご盛会をお祝い申し上げます。またこの後、学会長賞をお受けになる皆様には、長年にわ

たるご功績に敬意を表したいと存じます。

 本日は 99 回、次回は 100 回ということで、日本歯科医学会が歴史を積み重ねていらっ

しゃることに、改めて敬意を表するところであります。

 前回、私は昨年 6 月 19 日にこの評議員会でご挨拶をいたしました。ちょうど同時改定

が終わって一段落ついた時ということで、学会の方のご尽力によりまして、大変中身の濃

い改定ができたことを御礼申し上げました。会長就任した時に、住友学会長のご理解、ご

支援を得て、学会も参加いただいて立ち上げた歯科活性化会議、この目標であった大臼歯

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠を保険収載ができ、またもう 10 年来、歯科界にとっては悲願でもあり

ました超高齢社会の疾病構造をカバーできる新しい歯科の病名、これも獲得ができました。

 また、学会にご尽力を頂戴したタイムスタディー調査の資料提出によりまして、今回の

改定で 60 項目を超える既存技術の評価引き上げがかなったということで、学会をはじめ



とする歯科界の取り組み、オールデンタルの取り組みができていることに感謝を申し上げ

ました。

 あわせて、その先 6 月以降もしっかりと結果を出していきたいということを申し上げま

したが、例えば、前回の私が出席をした評議員会の 4 日後、6 月 23 日には、新しい骨太の

方針が閣議決定されまして、ご承知のとおり、そこには前回のものに比べて、それを踏ま

えた上で、新たに私たちが目指していた地域における医科歯科連携の強化ということが盛

り込まれました。

 また秋には、今、国で最も重要な会議の一つとされている未来投資会議におきましても、

同じように、歯科健診の機会の拡大、そして歯科保健指導の充実といったことが記載され

まして、今本当に我々歯科界が目指している方向性が、国としっかりと共有ができている、

こう認識して、評価しているところであります。

 そしてまた、同じく昨秋に発表された平成 29 年度歯科の概算医療費も、ついに 2 兆 9000

億円を突破いたしました。前年度比 406 億円の増加で、いよいよ 3 兆円台も見えてきたと

いうところになりました。

 いろいろな成果が上がり、また明るい方向性も見えているという認識でありますが、一

方で、歯科の現場はまだまだ厳しい状況にあると認識をしております。長年にわたる経済

的なダメージの蓄積が大きいということがあると思いますし、従って、今、取り組んでい

る課題の対応の加速が求められ、そしてまた、オールデンタルの取り組みも一層強固にし

ていかなくてはならないと考えておりまして、そういった思いから、先般、次期の日本歯

科医師会会長予備選挙にも立候補させていただきました。

 ご案内のとおり、大変大きなご信任を頂戴して、改めて身の引き締まる思いでいるとこ

ろであります。選挙を通じて幾つか課題をお示ししました。政策もお示ししました。その

中に、1 つは、これから 10 年先、そして 20 年先を見据えた、新しい歯科医療のビジョン

をつくるということをお示しいたしておりまして、これから 6 月の新しい執行部を代議員

会で承認いただいて、それからの話にはなりますが、その新しいビジョンにおいては幾つ

かキーワードがあります。

 例えば、オーラルフレイル対策を含む予防歯科医療をどうやって現在の公的医療保険制

度で評価していくのか、あるいは、歯科医師の働く場をもっと拡大していきたい、こうい

った課題は、これから日本歯科医学会の先生方のお知恵をお借りして、また、お力添えを

得て進めていく部分だと思っておりますので、どうかその節にはよろしくまたお願いした



いと思っております。

 日本歯科医学会もこれから学会連合、そしてまた専門医機構の移転があるというふうな

大変環境的には慌ただしい時期を迎えると承知しておりますが、どうか住友執行部の一丸

となった指導力のもとで、しっかりとまた発展、充実されることを祈念しております。

 本日の評議員会が実りある会議になりますようにお祈りしまして、ご挨拶にかえさせて

いただきます。本日はお招きありがとうございました。（拍手）

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

め、これをもちましてご退席なさいます。

◯平成 30 年度日本歯科医学会会長賞授賞式

○議長（矢島安朝君） それでは、「日程 5．平成 30 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くださ

い。

（授賞式場設営）

○議長（矢島安朝君） それでは、設営が終了いたしましたので、これから執行部の方よ

ろしくお願いいたします。

○松村副会長 それでは、ただいまから平成 30 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いただきたいと

存じます。（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きまして、今井総務理事より功績

発表を行います。今井総務理事、よろしくお願いいたします。

○今井総務理事 それでは、ただいまから本学会最高の顕彰でございます平成 30 年度日

本歯科医学会会長賞受賞者のご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 条第一号「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、宮﨑隆先生、栗原英見先生、平田雅人先生でございます。

 続きまして、同授賞基準第 3 条第二号「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」に該当いたします受賞者は、安井利一先生、井

出吉信先生、桃井保子先生でございます。



 続きまして、同授賞基準第 3 条第三号「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、東克章先生でございます。

 平成 30 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。すでに

評議員の先生方におかれましては、この顕彰ならびに会長賞制定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ご報告申し上げます。

 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 回理事会におきまして厳正なる協議の上、受賞者を決定い

たしました。

 受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、各先生方のご功績に

つきまして、簡単にご紹介させていただきます。

 宮﨑隆先生は、昭和大学副学長・歯学部長でいらっしゃいます。先生は、専門分野であ

る歯科理工学分野の研究と学生教育ならびに学会・学術大会等の運営に従事し、わが国の

歯科医学の発展と有能な人材の育成に多大な貢献をされております。

 歯科医学研究において、従来の歯科材料解析技術と最先端のバイオテクノロジーを融合

させ、チタンが生体親和性の極めて高い歯科材料であることを科学的に証明されました。

さらに歯科用インプラント材料の新しい加工技術（ワイヤ放電加工）の開発にも成功し、

その臨床応用を実現しております。

 本学会におかれましても、常任理事、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ました。

 続きまして、栗原英見先生は、広島大学大学院医歯薬保健学研究科教授でいらっしゃい

ます。先生は学部生の教育、大学院生の研究指導、附属病院で専門医・指導医として臨床

に携わってまいりました。

 歯周組織再生治療の研究では、骨髄間葉系幹細胞（MSC）移植による歯周組織再生治療

開発では世界のトップランナーであり、現在は新規の 3 次元培養 MSC 集塊を見出し、分

化メカニズムの解析、耐凍結能の分析で成果を上げられております。

 本学会におかれましても、総務理事、常任理事、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ました。



 続きまして、平田雅人先生は、九州大学名誉教授でいらっしゃいます。

 先生は、生化学や薬理学の教育研究に従事し、国際的に優れた多くの業績を残すととも

に、後進の育成に尽力し、わが国の歯学・医療の発展と向上に極めて顕著な貢献をされて

おります。

 先生は、一貫して細胞シグナリング研究に関わり、その過程で新規の細胞内シグナル伝

達タンパク質を発見されました。この新規分子の発見は高く評価されているところであり

ます。

 本学会におかれましても、各種委員会委員等を歴任され、会務の運営に協力されており

ます。

 続きまして、安井利一先生は、明海大学学長でいらっしゃいます。

 先生は、城西歯科大学（現明海大学歯学部）を卒業後、長きにわたり、同校にて一貫し

て、歯科医学教育に励んでこられました。

 歯科医学教育に顕著な功績のあった主な教育課題として、衛生学・公衆衛生学における

教育カリキュラムの策定では、平成 19 年全国歯科大学学長学部長会議による「歯科医学教

授要項」を編纂するにあたり、全国の歯科大学歯学部の衛生学・公衆衛生学の教授内容が

保健所長に対応するものとし、それを教科書で具現化されております。

 本学会におかれましても、評議員、各種委員会委員等を歴任され、会務の運営に協力さ

れております。

 続きまして、井出吉信先生は、東京歯科大学学長でいらっしゃいます。

 先生は、解剖学の教育、研究に邁進され、解剖学が臨床歯科医学のために必須の基礎項

目であるという信念のもと、多様な教育方略を用いながら、歯科医療に関連する多くの職

種の教育と知識の向上に多大なる貢献をされております。

 解剖学教育、特に形態解剖学の教育に早期から ICT（Information and Communication

Technology）を活用し、CD‐ROM による画像・動画教育素材を数多く制作されました。

制作された教育用 CD‐ROM の種類は、「歯の解剖学」「骨学」「筋学」など系統解剖学

の基軸となる内容で、学生は講義・実習に CD‐ROM を活用し、多大な教育効果を上げて

いるところであります。

 本学会におかれましても、副会長、顧問、各種委員会委員等を歴任され、会務の健全な

運営に尽力されております。

 続きまして、桃井保子先生は、鶴見大学名誉教授でいらっしゃいます。



 先生は、長きにわたり同校にて、保存修復学の教育・研究・診療に従事され、専門分野

をとおし歯学生の多岐にわたるカリキュラム編成を実施するなど、歯学生の養成に貢献さ

れました。

 特に、う蝕とその発生要因について、またその一次予防・二次予防・対処について、基

礎と専門分野を横断し統合的に学ぶことは将来の歯科医療従事者として必須という考えの

もと、同校にてう蝕学（カリオロジー）の講座を開設されました。

 本学会におかれましても、理事、評議員、各種委員会委員等を歴任され、会務の運営に

尽力されております。

 最後になりますが、東克章先生は、熊本県歯科医師会入会以来、住民に寄り添った地域

歯科医療に従事され歯周治療の普及と口腔保健衛生の向上に多大な貢献をされております。

 東歯科医院は熊本県で初めての日本歯周病学会認定研修施設となり、以来 18 年間「歯

周治療の基礎」と「その臨床応用、実際」について地域歯科医師の教育指導を行い、多く

の日本歯周病学会認定医、専門医、指導医を育成されました。

 専門分科会である日本歯周病学会で、常任理事、各種委員会委員長を務めるなど重要な

役割を果たしてこられております。

 以上、受賞者の功績発表といたします。

○松村副会長 ありがとうございました。それでは、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。よろしくお願いします。

○住友会長 本日会長賞を受賞されます先生方に、長年にわたる学会へのご協力に改めて

お礼を申し上げます。おめでとうございます。

 組織には、理念の継続が必要であります。具体的には執行部が変わろうとも、その理念

に基づく事業の継続がなされなければなりません。求められることは、全ての会員の日本

歯科医学会への強い思いでございます。

 本日受賞されました方々には、熱く強い思いを持って、さまざまな形で、学会のために

貢献していただいてまいりました。会長賞は、会長という冠がついて、たまたま私が現会

長でございますので授与者となっていますが、この賞は、これからも歯科医学会を継続的

にご支援いただくという約束手形のような意味合いもございます。決して受賞が終わりで

はありません。先生方のご健康をお祈りし、引き続きご協力をお願い申し上げます。

 お祝いの言葉とさせていただきます。おめでとうございます。（拍手）

○松村副会長 ありがとうございました。それでは、これより顕彰状ならびに副賞の贈呈



を行います。まず、授賞基準第 3 条第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宮﨑隆先生、どうぞ前にお進みください。

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。宮﨑隆殿。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贈り、これを表彰いたします。平成 31 年 2 月 19 日。日本

歯科医学会会長、住友雅人。第 160 号。本日は誠におめでとうございました。（拍手）

○松村副会長 続いて栗原英見先生、前へどうぞ。

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。栗原英見殿。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贈り、これを表彰いたします。平成 31 年 2 月 19 日。日

本歯科医学会会長、住友雅人。第 161 号。おめでとうございます。（拍手）

○松村副会長 続きまして平田雅人先生、前へどうぞ。

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。平田雅人殿。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贈り、これを表彰いたします。平成 31 年 2 月 19 日。日

本歯科医学会会長、住友雅人。第 162 号。おめでとうございます。（拍手）

○松村副会長 続きまして、授賞基準第 3 条第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安井利一先生、前へどうぞ。

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。安井利一殿。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讃え、日本歯科

医学会会長賞を贈り、これを表彰いたします。平成 31 年 2 月 19 日。日本歯科医学会会長、

住友雅人。第 163 号。おめでとうございます。（拍手）

○松村副会長 続きまして、井出吉信先生、前へどうぞ。

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。井出吉信殿。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讃え、日本歯科

医学会会長賞を贈り、これを表彰いたします。平成 31 年 2 月 19 日。日本歯科医学会会長、

住友雅人。第 164 号。おめでとうございます。（拍手）

○松村副会長 続きまして、桃井保子先生、前へどうぞ。

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。桃井保子殿。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讃え、日本歯科



医学会会長賞を贈り、これを表彰いたします。平成 31 年 2 月 19 日。日本歯科医学会会長、

住友雅人。第 165 号。おめでとうございます。（拍手）

○松村副会長 続きまして、授賞基準第 3 条第三号、地域歯科医療の向上に多大なるご功

績を残されました東克章先生、前へどうぞ。

○住友会長 日本歯科医学会会長賞。東克章殿。あなたは地域歯科医療に 30 年以上従事

し、その歯科保健衛生の向上に著しい功労がありました。よってここにその功績を讃え、

日本歯科医学会会長賞を贈り、これを表彰いたします。平成 31 年 2 月 19 日。日本歯科医

学会会長、住友雅人。第 166 号。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いたしまして、井出吉信

先生より謝辞を頂戴いたしたく存じます。井出先生、どうぞよろしくお願いいたします。

○井出吉信君 一言お礼を申し上げたく思います。著名な先生方多くいらっしゃるわけで

すが、私、単なる年齢が多いということで、代表としてお礼の言葉を述べさせていただき

たいというふうに思っております。

 歯科界の最高の賞をいただけたということは大変名誉であり、またうれしくも思ってお

るわけでございます。住友会長をはじめ理事の先生方、それから本日ご出席の評議員の先

生方、日頃から診療、研究、教育の中、本当にご苦労なさって大変だというふうに思って

おります。先生方のお力によって、歯科界がリードされていくものだと思っております。

 私はすでに現役を退いておりますが、陰ながら少しでもお役に立つように努力したいと

思っています。今後とも歯科界のため、国民の歯科医療のため、ぜひともよろしくお願い

いたしまして、受賞の御礼の言葉とさせていただきます。本日は、本当にどうもありがと

うございました。（拍手）

○松村副会長 井出先生、ありがとうございました。受賞されました先生方、誠におめで

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

生方にご退場いただきます。拍手をもってお見送りください。（拍手）

○議長（矢島安朝君） これをもちまして、平成 30 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。松村副会長、ありがとうございました。

 それでは、場内整理のために、10 分間の休憩をいたしたいと存じますので、3 時よりま

た再開したいと思います。10 分間の休憩に入ります。よろしくお願いいたします。

（休憩）



○議長（矢島安朝君） 休憩を解きまして、会議を再開いたしたいと存じます。ご着席を

よろしくお願いいたします。

◯報告

○議長（矢島安朝君） 「日程 6．報告」に入りたいと存じます。

◯日程の変更

○議長（矢島安朝君） ここで議場にお諮りいたしたいと存じますが、舞台転換の関係上、

日程を一部変更いたしまして、(5)会長報告を先に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（矢島安朝君） 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

を変更して、(5)会長報告を住友会長より、日本歯科医学会会務運営の進捗状況につきまし

て、パワーポイントを使用してご説明をされます。

 それでは、住友会長に会長報告をお願いいたしたいと存じます。

○住友会長 皆様お手元の資料 5 というのがございます。会長報告「第 99 回日本歯科医

学会評議員会」と書いた両面のコピーでございます。

 これは、私が今日お話しする内容を 8 項目あげておりまして、スペースをとっておりま

す。パワーポイントで会場は暗くなりますけれども、メモ書きができるぐらいの明るさに

しておきたいと思います。これは各評議員の先生方が分科会に持って帰っての報告をメモ

する、もしくは 7 地区の先生方、評議員の先生方が各ブロックに戻り報告する、こういう

のをこのスペースに書いていただければと思います。

20 分間いただいておりますが、少し早口になりますがついてきてください。それから、

1 つは、子どもと保護者を支える「口腔機能発達不全症」の管理という 3 月 31 日のリーフ

レットを同封してございます。これはまた、後ほどお目通しいただきたいと思います。

 それでは、スライドに入ります。どうぞよろしくお願いします。

 いつも言っていますが、ここに如月、2 月の古い名前が出ていますが、この活字がよく

見えない人は、ちょっと今日のスライドをそのままでは見られない。いつもだったら前の

方に来てくださいということになりますが、今日はその席で見ていただいて、そして、も

し後でわからなければ、ご質問をお受けいたします。



 まず、日本歯科医学会学術用語集第 2 版発行の目的というのがございます。

 この学術用語集は 10 年ぶりに第 2 版改訂版を、昨年 12 月 25 日に発行いたしました。

この主たる目的というのは、ここに書いてあるように、歯科が統一のとれた用語というも

のを持って、公的なところで使っていただく、それから医科歯科連携の現場で、歯科の方

の言葉があやふやであると、連携において相手に迷惑をかけます。従って各分科会に協力

を得て、新たに統一した日本歯科医学会編集の学術用語集を発行いたしました。

 これは、これから隣接医学、チーム医療などで使用されるそれぞれの専門用語を多職種

が共に学ぶという形で、医科歯科連携を一段と大きくできるものであろうというふうに思

っております。

 ただ、残念なことに、日本歯科医学会の英文表記を、本来「Japanese」のところ「Japan」

としてしまったので、全て印刷し直していただきましたが、責任は我々にもあろうと思っ

ています。

2 番目に、重点研究委員会 5 年余の成果ということでございます。

 平成 25 年に私が会長就任して、重点研究委員会を立ち上げました。その時、子どもの

食の問題に関するということでございまして、やはり、まず、食べることに問題がある子

どもたちが世に存在するかどうかという調査を行いました。平成 27 年 1 月に報告書が出

てまいりまして、これからいろいろなスタートが始まります。

 すなわち、中医協で、たまたま平成 25 年 7 月 31 日に、加齢による口腔機能の変化のイ

メージということで、少しアップしますけれども、ここに乳幼児から学童期にかけて、良

好な口腔、顎、顔面の成長発育及び適切な口腔機能を獲得し、成人期、高齢期にかけて、

口腔機能の維持向上を図るということで、特にこのところの重要さを、中医協での報告が

ございました。

 ご存じのように、これが新しい病名として、ここの部分に対して口腔機能発達不全症と

いうのが昨年の改定で導入され、そしてこの部分に関しましては、口腔機能低下症という

ことで、高齢期に対する機能の維持、回復を図るための公的医療保険制度が導入されまし

た。まだ残っているのが、口腔バイオフィルム感染症、生活習慣性歯周病、この部分をも

って、全てのライフステージに応じた公的医療保険での口腔機能の管理が行えるというこ

とで、今、日本歯科医師会のボードで盛んに検討されております。学会としてもエビデン

スを提供して、これをぜひ新病名として導入したいと思っています。

 この重点研究委員会の子どもの食の問題に関する最後の仕事として、今年 3 月 31 日を



もって、現在のこのチーム、委員会は解散になりますが、最後の研修会を行います。これ

はお手元に入っているパンフレットでございますけれども、ここが問題といいますか、ポ

イントであります。子どもと保護者を支える「口腔機能発達不全症」の管理というタイト

ルです。次の目標をちゃんと掲げております。口腔機能発達不全症からどういうふうなこ

とまで展開していくか、哺乳・離乳や言語発達の支援について語ろう。ここに歯科が介入

していくということを見据えているということでご理解ください。

3 月 31 日、すでに多くの人たちから申し込みされておりますが、もしチャンスがあれば、

ぜひ聞いていただきたい。また、この報告の形をいろいろ考えておりますので、見ていた

だきたいというふうに思います。

 それから、2040 年への歯科イノベーションロードマップ作成の流れということで、この

ヒントといいますか、これが健康寿命延伸のシナリオということで、日本経済新聞に不治

の病克服の日ということで、2030 年問題への医学的対応について発表がございました。

 これは、この右下に書いてあるところからの出典だというふうに伺っておりますけれど

も、ここに歯科がどういう形で、全体の医療の中で 2030 年問題、これは 65 歳以上の高齢

者が 31.1％を超えるという、そこを問題としていますが、2023 年には噛む力や飲み込む

力の衰えを予防治療するという、一つのテーマしか入っておりませんでした。

 これは 2030 年というところ、これが重要なんですが、不治の病を克服するというテー

マです。ここは、これまでのいろいろな研究成果から、2030 年に何をすればいいかという

こと。これをバックキャスティング的に、ここの目標を定めて、そしてこの時代にどうい

う到達目標を達成すればここに至るかというバックキャスティング思考で、時代ごとの達

成目標を立てているというふうに、私はこれを見て理解いたしました。

 そこで 2040 年というのが問題になっていますので、歯科界はここに焦点を当てて展開

していこうということで、我々は各分科会に、歯科はこれからどのように展開していくか

についてロードマップを作成したいということで情報提供をお願いしました。7 年ごとの

マイルストーンの到達・達成目標をつくるということです。わずかではございますが、情

報提供していただいた分科会には 15 万円の助成をさせていただきました。

 去年の 9 月 30 日に提出期限を設けました。これは細かく書いてございませんが、専門

分科会 19、それから認定分科会 8、合計 27 学会から 156 項目のイノベーションのロード

マップに関するテーマをいただきました。

 これは今どういうふうになっているかというと、学術研究委員会にプロジェクトチーム



を組みまして、提出された情報の整理をしております。5 つの分野に分けて、かなり正確

に細かく整理していただきました。

4 月から、先ほどの子どもの食の問題に関する重点研究委員会のテーマを、今度はこの

イノベーションロードマップ作成を新テーマとしてスタートさせる予定です。作成でき次

第、さまざまな手段で世に発出いたします。これは世の中、社会に発出するという意味で、

2021 年に開催する第 24 回日本歯科医学会学術大会の骨子として、その内容は活用される

であろう、マイルストーンを目標としてのイノベーションを推進し、2040 年問題への意義

のある介入を歯科からしたいというふうに思っております。

 第 24 回日本歯科医学会学術大会の特色について、これから述べます。

 日本歯科医学会の学術大会は、ご存知のように、今大会から公募式のプログラムを組む、

そしてまた各分科会、もしくは地区 7 ブロックの併催事業とするということになり、そし

て今まで主幹校として大学にお願いしていたものを、その時の日本歯科医学会会長が会頭

となって行うということでありまして、主題は先ほどお示ししましたが、健康寿命の延伸

に貢献すること、その推進力強化のポイントを 2021 年の第 24 回日本歯科医学会学術大会

に置き、一段とスピードとパワーを図ってまいります。

 先ほどのイノベーションを、もう少しここで一気にパワーアップするということ、メイ

ンテーマはもう今までのような方向転換とかそういうものではなくて、発想の転換でもな

い、「逆転の発想 歯科界 2040 年への挑戦」というメインテーマで、そして 2021 年 9

月 23 日から 25 日の 3 日間、パシフィコ横浜で開催します。また、パシフィコ横浜に新し

いホールができましたので、そこに一般の形で、これもまた公募になりますが、ポスター

セッションを設けようと思っております。ポスターの数は約 2,000～2,300 になり、今ま

でより倍近く増えると思います。

 そして今、シンボルマークを、これは常任委員会に提案してご意見をいただきました。

会頭一任ということになっていますが、会頭、準備委員長、事務局長の三役で相談をして、

ここまで修正をしたものでございます。

 これから改めて常任委員会の最終的な承認を得なければいけませんので、まだ案になっ

てございます。案がこれはBというものですけどいろいろあって、今これが三役の中では、

また少し周辺の人に意見を聞いてこれがいいのではないか、このコンセプトは何か。逆向

きに示された 2 本の矢は、バックキャスティング的に、いろいろと先ほど言ったこの目標

を見ながら、逆にこういうふうにして目標を立てていく。今度はこっちからフォワードキ



ャスティングで、その目標を達成していって 2040 年に向かう。ここが先ほど言ったパワ

ーアップですね。ここでもって一気に上げていこうという志向を用いております。歯科界

としての 2040 年問題への挑戦を意図してございます。

 また、日本文化の一つである折り紙で、ここが重要ですが、象徴的にわが国を表現し、

2021 年から 2040 年方向に飛ばすことで、目標に向かって羽ばたく意思を表現したシンボ

ルマークになってございます。これを少しモディファイすると、色合いが変わるかもしれ

ませんが、これが第 24 回日本歯科医学会学術大会のシンボルマークになります。

 こういう形ですが、日本列島ではありません。シンボル化してございます。そうすると、

例えば、竹島はどうだとか、北方領土はどうだとかいろいろなことを言ってきます。具体

的な地図を載せるというのは非常に難しいんですね。何となく平和の象徴、そしてどこに

何か島がありそうだなという、何となくそういうふうなイメージをつくるのが大変苦労し

ました。世界地図が最初の案で出てきたんですけれども、世界地図は難しいですね。これ

は大変なこと、国境線なんかを引いたらとんでもないこというわけで、象徴的な表現にな

っています。

 次に、日本歯科医学会ホームページの展開、もうご存じのように、日本歯科医学会ホー

ムページは、今、非常に大きな展開をしております。ここに、例えば「What's new」とい

うのがあり、森田先生が「四百字の唄」を書いてくださっている。それから、専門分科会

の一覧、タイムスタディーもあるし、学術著作権協会の FAQ、これは今後重要になってく

る。いろいろなものがここに上がっていますので、ここをクリックすると、アクセスでき

るようになっておりますので、ぜひ日本歯科医学会のホームページを見てください。

 そして分科会の方々、また地区のブロックの先生方にお願いですが、日本歯科医学会の

ホームページを各地区の歯科医師医師会のホームページにリンクを貼ってください。そこ

から会員の方々が見られるようにしていただきたいと思います。

 これはこういう形で、ここをクリックするとその分科会にアクセスしますが、あまり情

報がここでは大きくなっていない。ですから「What's new」というところに、ここの学会

から、ぜひいろいろな形でつながれるようにしてください。新しいニュースがあれば、こ

こに入れれば、ここをクリックすると、そこの歯科基礎の新しい情報が入ってくるという

ふうな仕組みもできております。これについては、もう少し積極的に展開してまいります。

 学会長ご挨拶は 2 カ月に一遍ずつ、暮れと正月は「師走号」「新年号」で書いています。

今は「2・3 月号」「ほんに今夜は 節分か」というのが出ておりまして、2 カ月の間に、



実際には、去年の「6・7 月号」は、この評議員会が終わってからですけれども、こういう

形のタイトルで、学会長として 7 割、8 割は、国民目線で書いているものでございます。

ぜひ国民の人たちにも見ていただきたいということで書いてございますので、先生方にも、

会員の方々にもここを見ていただきたいというふうにお願いいたします。

 日本歯科医学会誌オンライン化後の検証と再考、現在 38 巻が 3 月 15 日に発行されます

が、オンラインジャーナルとして出します。ここに書いてあるのは「巻頭言」、「インフ

ォメーション」、「特別企画」、「座談会」ですが、学術研究はプロジェクト研究、学際

交流は集い、報告は学会で開催したもの、会務報告で各専門分科会、認定分科会の報告も

ございます。従って、ある意味情報誌なんですね。学会誌と言いながら、学術的論文雑誌

とは言えません。

 今後これを、もう少し一般の人たちを含めて、今オンラインですから、会員だけではな

くて、一般の方がアクセスできるんですね。そこをうまく使っていきたいということを、

編集委員会には申し述べております。

 それで、オンライン化してどうなったか。全ての学会が同じ状況なのかもしれないけれ

ども、皆さん方の場合は、文献検索でその学会誌にアクセスすることが多いかもしれませ

んが、実際の数を見ると寂しい限りでありまして、ここに書いてあるのは、対談集を冊子

で世に出したんですね。そうすると、オンラインのネットの方にもアクセスする人が増え

ましたと言っても 500、普段は 250 ぐらいですね。毎月 250。同じ人が何回もアクセスし

ても、延べ数であって、絶対数ではございません。今まで日本歯科医学会誌は 10 万冊印

刷して世に出していました。経費の削減ということは成功しました。しかし、その内容を

よく見てくれるというところにおいてはまだ問題がある。ですから、大きく、これからこ

の学会誌のあり方について検討してまいりたいと思います。

 次に、歯科医療技術評価・再評価提案書における分科会の躍動ということで、すでに 2

月 14 日に関しまして、中医協の情報を厚労省のホームページの URL で周知するように言

いました。今後こういう形で進みますよと。皆さん方に聞いていてほしいのは、3 月 13

日（水曜日）、次期診療報酬改定における医療技術評価提案書に係る説明会をここで開催

いたします。そして、5 月初旬に、各分科会から日本歯科医学会へ医療技術評価提案書の

提出がございます。

 歯科医療技術評価・再評価提案書の収載率が一気に上がって、堀先生に我々の動き、活

動を褒めていただいた。日本歯科医師会も、今、我々のこの提案書に関してはすごく評価



が高くなっています。ですから、どういうことか。これは日本歯科医学会、我々のもので

はありません。先生たち分科会の躍動が非常に大きな効果があり、そして、そこにはご存

じだとあまり大きな声では言えないんですが、各地区の歯科医師会から現場の人たちの声

が我々のところに届きます。それをどのような形でエビデンスをつけて、世に提案書とし

て出すかということをやっております。その繰り返しがこういうことですから、これから

も躍動感を持って進めていきたいと思っております。

 続きまして、日本歯科医学会連合とのすみわけ、学会各委員会の見直しということです

けれども、日本歯科医学会が 1949 年、70 年前に創設され、そして公益社団法人の一つの

組織になりました。平成 25 年 4 月です。それから、やはり一般社団法人の学術団体が必

要なのではないかということで、平成 28 年 4 月に日本歯科医学会連合が設立されました。

 昨年、日本歯科医学会連合の大きなテーマであった日本医療安全調査機構の正社員にな

ること、日本歯科専門医機構の立ち上げを支援する、それだけではありませんが、その目

標の両方とも達成して、日本歯科専門医機構を昨年 4 月に設立し、今ルールづくりに入っ

ています。今年の夏前に審査ができるのではないかという期待感がございます。

 学会の仕事というのは、先ほど言いました提案書の取りまとめならびに提出、プロジェ

クト研究の推進、これはみんなが合意を持った、エビデンスという形で、今、一生懸命我々

は、これを推進してございます。

 日本歯科医学会学術大会の企画、開催でございます。学会連合は法人格が必要となる事

業、ここでは収益事業ができます。歯科医療機器材料のイノベーション、それから国際活

動、専門医機構は社員学会の専門医基準の審査認証、社員学会の専門医の周知活動、ここ

の部分が大切になると思います。

 そこで現在、日本歯科医学会の事業体系ですが、常置委員会は変えるわけにいきません

が、内容の見直しを全部にわたって図ろうというふうに思っています。常置委員会に関し

ましては、ここにある委員会見直し協議会、今までの学会のあり方の協議会ですけれども、

これまで何をやったか。最初は連合というもの、一般社団法人をどのようにしてつくり上

げるかということの検討をしました。そして次は学術大会をどのようにするかということ

の検討をしてきました。

 そして次のテーマが全ての委員会の見直し、すなわち学会連合ができたことによる立ち

位置、事業内容の仕分け、そういうのも考えて、この委員会を改めてつくり直すというこ

とが、この春から始まります。



 以上をもちまして、早口でございましたが、会長報告を終わらせていただきたいと思い

ます。また、後ほど質問があればお受けいたします。どうぞよろしくお願いします。あり

がとうございました。（拍手）

○議長（矢島安朝君） 住友会長ありがとうございました。

 それでは、これより壇上の整理を行いますので、しばらくお待ちください。

（壇上整理）

○議長（矢島安朝君） お待たせいたしました。

 続きまして、（1）一般会務報告を今井総務理事よりお願いいたします。

○今井総務理事 それでは、12 ページ、資料 1 をご覧ください。平成 30 年 6 月 13 日か

ら平成 31 年 2 月 7 日までの会務報告をさせていただきます。12 ページから 21 ページに

わたる約 10 か月間のご報告になりますので、抜粋してご報告させていただきます。

 まず、6 月 19 日、第 98 回臨時評議員会が開催されまして、記載どおりの内容が審議さ

れ、全て原案どおり可決されております。

7 月 10 日、平成 30 年度日本歯科医学会歯科医療協議会研修会「平成 30 年度改定にお

ける医療技術評価提案の検証」という研修会が開催されました。講師等ついては、お読み

取りください。

 ページを開いていただきまして、13 ページになります。

7 月 18 日、第 11 回四役協議会が開催されました。理事の業務分担、あるいは専門分科

会ならびに認定分科会助成金の配分、認定分科会登録申請に関する公示等、記載どおりの

内容が協議されております。

 少し進みまして 14 ページ、8 月 19 日でございます。日本歯科医学会歯科医療関係者向

け研修会「歯科診療に関する基本的な考え方」に基づくライフステージに応じた口腔機能

管理の推進を開催いたしました。内容については、記載のとおりでございます。

8 月 29 日（水曜日）、第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」

が開催され、口頭発表およびポスター発表がなされております。

 めくっていただきまして、15 ページになります。

9 月 19 日、第 12 回四役協議会が開催されまして、専門・認定分科会資格審査委員会へ

の諮問、顕彰審議会への諮問等について協議されております。



9 月 24 日、日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム「子どもの口腔機能の発達を

支援するために」を開催しております。

10 月 3 日、日歯・学会役員連絡協議会が開催されました。本学会より住友会長、松村副

会長、私、総務理事の今井が出席、日本歯科医師会から堀先生、柳川副会長、牧野副会長、

村岡専務理事、小林常務理事が出席されて、記載のとおりの協議がされました。

10 月 17 日、第 13 回四役協議会を開催し、記載のとおりの協議がなされております。

 先に進みます。17 ページでございます。

11 月 21 日、第 14 回四役協議会が開催されました。記載のとおりの内容が協議されて

おります。

18 ページに飛びますが、12 月 19 日、第 15 回四役協議会が開催されております。

19 ページ、12 月 21 日、厚労省受託事業歯科用ハンドピース等の滅菌方法等に関する検

証事業第 1 回実行委員会が開催されております。

12 月 26 日、第 6 回常任理事会が開催されて、記載のとおりの協議がされております。

 年が明けて、1 月 16 日になりますが、第 16 回四役協議会開催されて、記載のとおりの

協議がされております。

1 月 23 日、第 7 回常任理事会が開催され、専門・認定分科会資格審査委員会答申の取り

扱い、第 24 回日本歯科医学会学術大会準備委員会運営規程、第 99 回評議員会の開催の内

容について等が議論、協議され、同日、第 4 回理事会が開催されました。顕彰審議会答申

の取り扱い、専門・認定分科会資格審査委員会答申の取り扱い、第 24 回日本歯科医学会

学術大会準備委員会運営規程、評議員会の開催・運営、そして第 100 回臨時評議員会開催

について協議されております。

 なお、専門・認定分科会資格審査委員会答申の取り扱いでは、4 学会の登録申請につい

て、いずれも承認が得られませんでした。

1 月 30 日、第 2 回日歯・学会役員連絡協議会が開催されました。本学会から住友会長、

松村副会長、私、総務理事の今井、小林常任理事が出席しております。また、日本歯科医

師会から堀会長、柳川副会長、牧野副会長、村岡専務理事、小林常務理事がご出席されて

おります。

 そして、今日に至っております。あと、詳細にはお読み取りいただければと存じます。

 以上でございます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。



 続きまして、（2）第 24 回日本歯科医学会学術大会報告を、松村副会長よりお願いいた

します。

○松村副会長 では、22 ページ、資料 2 をご覧ください。

 第 24 回日本歯科医学会学術大会関係報告とございます。これは 5 月 9 日以降の報告で

ございます。先ほど会長から、会頭として学術大会の説明がございましたが、準備委員会

におきましては、5 月 9 日の準備委員会という会議を開催いたしまして、これがこの学術

大会の大もとになります。

 基本的には、この準備委員会というよりも、7 月 25 日に記載がございます常任委員会を

中心に、諸事決定がなされてまいります。

 具体的に丸で書いてございますように、趣意書の検討、計画概要、会場使用計画、メイ

ンテーマ、シンボルマークというようなことを審議いたしております。実際にコンベンシ

ョンを担当いたしますのは、8 月 28 日に記載の日本コンベンションサービス株式会社、こ

れは、後の資料では JCS と略して出てまいります。

 そして、実際のプログラムにおきましては、10 月 15 日に記載のございます学術部会の

方で、詳細が検討されることになっております。なお、学術部会は、複数の委員会が設置

されておりまして、講演、シンポジウム、ポスター等々、いろいろ具体的なプログラムを、

この委員会で決定して部会に上げてくるという予定でございます。

 次のページにまいりますと、11 月 6 日、ＪＣＳとの打ち合わせ、そして 12 月 25 日に

記載がございますが、このたびの大会では、コングレスバッグの中に入れて出席者にお渡

しする大会記念誌の企画を行いまして、これは今日ご出席ですが、日本歯科医史学会にお

願いするということで、学会として決まりました。

 それから、1 月 21 日には常任委員会、その 2 日後ですが、一番下に書いてございますよ

うに、分科会に対して説明会を行いました。この説明会は、前の方には「共催」と書いて

ございますが、「共催」という言葉を、一番下、23 日の 2 行目「併催」という言葉に置き

換えまして、各分科会がこの日本歯科医学会学術大会とともに行うという意味の併催を、

この大会では企画しております。

 併催の申し込みの締め切りですが、この説明会の時にお示ししたように、今年度末にな

ります。31 日が休日ですので、3 月 29 日（金曜日）まで学会の方でご検討いただきまし

て、学会の学術大会を、2021 年に日本歯科医学会と併催をご希望になる場合は申し込みを

していただきたいという意味で、ご案内を差し上げております。



 学術大会からの報告は、以上でございます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 続きまして、（3）会計現況報告を古橋常任理事よりお願いいたします。

○古橋常任理事 こんにちは。古橋でございます。

 会計現況報告を申し上げます。着座にて説明させていただきます。

 それでは、24 ページ、資料 3 をお開きいただきたいと思います。

 これは、平成 30 年 4 月 1 日から 12 月 31 日までの 9 カ月間の会計現況でございます。

また、この収支計算書では款項の項目表示は省略しておりますので、ご了承いただきたい

と思います。

 まず、事業活動収入の合計ですけれども、523 万円余でございます。主な収入項目とい

たしまして、第一款特定資産運用収入は、運用収益として 1 万円余、第二款専門・認定分

科会分担金収入は 360 万円、第三款広告収入は 105 万円余、第五款雑収入は 56 万円余と

なっております。

 続きまして、事業活動支出ですが、第一款事業費支出は 6,442 万円余で、執行率は 71.3％

となっております。主な支出項目としまして、第一項の会員顕彰費 34 万円余、第二項の

会誌関係費 35 万円余、第三項の英文雑誌関係費 804 万円余、第四項の歯科用語関係費 10

万円余、第五項の学術研究関係費 1,951 万円余、これはプロジェクト研究課題に対する研

究費、また集いならびに公開フォーラム開催に係る費用が主な支出内容でございます。第

六項の学術講演関係費 78 万円余は、学術講演会開催に伴うリーフレット等の作成費と関

係者の旅費、そして会議開催に伴う旅費でございます。第七項の専門分科会等助成金支出

2,220 万円は 23 の専門分科会および 20 の認定分科会へ予算どおり助成金を支出しており

ます。第九項の関係団体委託金の 74 万円は、国際歯科研究学会日本部会の委託金、学術

著作権協会会費による支出でございます。第十項の調査関係費支出の 63 万円余は、歯科

医療協議会、ワークショップの会議開催に伴う旅費が主な支出の内容でございます。続き

まして、第十一項の内外渉外費支出の 188 万円余は、各分科会総会、学術大会への出席に

伴う出張旅費およびお祝い金でございます。第十三項の雑支出 48 万円余は、第十四項の

広告手数料支出 16 万円余は、第 37 巻の広告取扱手数料でございます。第十五項の人件費

支出は 915 万円余でございます。

 次に、第二款管理費支出は 2,020 万円余で、執行率は 53.6％となっております。

 主な支出項目として、第一項会議費 888 万円余、第二項事務費 1,131 万円余となってお



ります。

 続きまして、第三款他会計への繰入金支出は 1,000 万円でございます。従いまして、事

業活動支出の合計は 9,463 万円余で、執行率は 67.9％となっております。

 よって、事業活動収支差額はマイナス 8,939 万円ですが、一般会計からの繰り入れが未

執行のためマイナスとなっております。

 続きまして、次のページに移りまして、第 24 回日本歯科医学会学術大会会計収支計算

書でございます。

 これも同じく、平成 30 年 4 月 1 日から 12 月 31 日までの会計現況でございます。

 事業活動収入、第一款雑収入が 26 円でございます。第二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 1,000 万円でございます。事業活動収入の合計は 1,000 万 26

円でございます。

 続きまして、事業活動支出のうち、第一款事業費支出は、第一項大会準備費支出、第二

項大会運営費支出ならびに第三項事後処理費支出は、名目予算計上でございます。

 次に、第二款管理費支出は、第一項大会準備費支出による 159 万円余の支出で、これは

会議開催に伴う旅費でございます。第一款事業費支出および第三款他会計への繰入金支出

は未執行となっておりますが、本年度は大会の準備期間であり、これら各項目は科目存置

でございます。

 従いまして、事業活動支出の合計は 159 万円余となっております。よって、事業活動収

支差額は 840 万円余でございます。

 以上ご報告申し上げます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 それでは、続きまして、（6）日本学術会議報告を、日本学術会議歯学委員会委員長の

丹沢秀樹先生よりお願いいたします。

○丹沢日本学術会議歯学委員会委員長 いつも大変お世話になっております。

 現在、学術会議の方では文科省の大型研究経費ですが、何百億円というような衛星を飛

ばすというためのものなんですが、そのマスタープランというのを 3 年に 1 回選定してお

りますが、前回 2017 年に選定して、今回また募集が 3 月から始まります。2020 年にそれ

を選定いたしますが、医学分野も歯学分野も生物系は、この予算の目的にかなわないのか、

医学系も一度も予算化されたことがありません。

 ただ、ここに採用されると、一応格付けされたという意味があるものですから、歯学系



としても、研究をきっちりと採用していただくということで、前回は予算はつきませんで

したが、マスタープランまでたどり着いているんですね。今回もその作成をやっておりま

す。形だけになってしまうかもしれませんけれども、少しでもお役に立てればと思って努

力しておりますので、ご支援のほどお願いいたします。

 以上でございます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 続きまして、その他の報告事項について、執行部よりご報告がございます。今井総務理

事、お願いいたします。

○今井総務理事 すでにお知らせしておるところですが、改めてご報告させていただきま

す。

 来る 6 月 3 日（月曜日）、午後 2 時より第 100 回臨時評議員会を開催いたします。ここ

では、事業報告として各種委員会報告をするとともに、議題といたしまして、平成 30 年

度の学会会計決算、また任期満了に伴う学会役員（学会会長）選挙等、重要案件を上程さ

せていただく予定でございます。以上でございます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 執行部からその他のご報告ございますか。

 では、井上副会長よろしくお願いします。

○井上副会長 第 98 回臨時評議員会においてお話し申し上げましたが、現在 43 の分科会

がありまして、そのうち 23 が専門分科会、20 が認定分科会でございます。今まで専門分

科会への加入審査はしてきましたが、更新は行っておりませんでした。そこで平成 29 年

度に、更新の条件の 8 つの項目を満たしているかについて、23 専門分科会に更新審査を行

いました。その結果、全て条件つきということで認めさせていただいています。3 学会に

つきましては、論文数が少し足りませんでした。残りの学会は、歯科医師の会員の内、日

本歯科医師会会員でないというところを、もう少し努力してくださいということでご報告

申し上げています。この点につきましては、3 年間の猶予を認めていただいております。

 さらに20認定分科会に関しましても、1月23日に行われました第 4回理事会において、

平成 31 年度から認定分科会につきましても更新手続きを行うことが決定したというご報

告でございます。

 以上です。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。



 執行部の方、その他はよろしいでしょうか。

○今井総務理事 特にございません。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございます。

 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方は挙手していただきまして、議長が指名いたします

ので、最初は議席番号とお名前を述べてからご発言をお願いいたします。

 それでは、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。

 よろしいでしょうか。それでは、報告に対するご質問はないということをもちまして、

以上をもちまして「日程 6．報告」は終了いたします。

◯議事

○議長（矢島安朝君） 続きまして、「日程 7．議事」に移ります。

○第１号議案 専門分科会への加入に関する件

○議長（矢島安朝君） 「第 1 号議案 専門分科会への加入に関する件」を議題といたし

ます。

 それでは、「第 1 号議案 専門分科会への加入に関する件」の提案説明を、今井総務理

事お願いいたします。

○今井総務理事 それでは「第 1 号議案 専門分科会への加入に関する件」の提案理由を

ご説明させていただきます。資料の 27 ページをお開きください。

 「専門分科会への加入に関する件」でございます。平成 30 年 3 月に専門・認定分科会

資格審査委員会より、日本スポーツ歯科医学会ならびに日本有病者歯科医療学会について

は、日本歯科医学会専門分科会への加入を可とする答申を受けました。

 これを受けまして、常任理事会ならびに理事会において慎重なる審議の結果、日本スポ

ーツ歯科医学会ならびに日本有病者歯科医療学会を、日本歯科医学会専門分科会への加入

を認める結論に至りましたので、ここに両学会の専門分科会への加入を提案するものであ

ります。

 以上です。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 それでは「第 1 号議案 専門分科会への加入に関する件」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。



○今井総務理事 追加でございますけれども、この議案提案に関しましては、関係諸規則

の日本歯科医学会規程第 24 条の 2、ならびに日本歯科医学会専門分科会承認基準に基づい

て、所定の手続きを踏んでおります。

 以上です。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。いかがでしょうか、ご質問ございます

でしょうか。

 なければ、ここで審議を打ち切りまして、採決に入りたいと存じます。

 ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（矢島安朝君） それでは異議がないようでございますので、採決を行いたいと存

じます。専門分科会への加入につきましては、日本歯科医学会専門分科会承認基準の第 8

に、評議員会は当該申請学会の加入の可否について、学会規程第 16 条第 3 項の規定によ

り議決すると定められております。

 また、日本歯科医学会規程第 16 条第 3 項には、専門分科会の新規加入および廃置分合

は出席評議員の 3 分の 2 以上の賛成が必要と規定されております。しかしながら、採決の

方法につきましては、規定されてございません。

 ここで、議場にお諮りいたします。「第 1 号議案 専門分科会の加入に関する件」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ございます。当然慎重かつ公正な審

判が求められております。ついては、本件の採決は投票とし、従来と同じように所属する

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。

（「異議なし」の声あり）

○議長（矢島安朝君） ありがとうございます。

 「第 1 号議案 専門分科会への加入に関する件」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。

 続きまして、公正な投票運営を図るために、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。いかがでしょうか。

 ただいまの提案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。

（賛成者挙手）

○議長（矢島安朝君） ありがとうございます。賛成多数でございます。



 それでは、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。異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（矢島安朝君） ありがとうございます。ご異議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。16 番、山下評議員、17 番、鈴木評議員、56 番、勝俣評議

員、以上 3 名の評議員の先生方にお願いしたいと思います。3 名の評議員の先生方には、

後ほどご登壇いただきます。

 次に、氏名点呼の取り扱いについてですが、本会議に先立って行われました氏名点呼か

ら、遅参して出席された方もおられると思いますので、ここで出席評議員数（投票者数）

の確定が必要となります。従いまして、投票に入りましたら 5 名ずつお名前をお呼びし、

これをもって氏名点呼にかえさせていただきたいと思います。いかがでございますか。異

議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（矢島安朝君） ありがとうございます。ご異議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。しばらくそのままでお待ちいただき

たいと存じます。

（投票会場設営）

○議長（矢島安朝君） それでは設営が終了いたしました。これより「第 1 号議案 専門

分科会への加入に関する件」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って行われます。

 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、今回、本学会専門分科会

への加入の可否の審議を求めております日本スポーツ歯科医学会、日本有病者歯科医療学

会が記載されております。その学会名の上段に四角の枠を設けてございます。加入に賛成

の場合は「○」、反対の場合は「×」を記入してください。繰り返し申し上げます。加入に

賛成の場合は「○」、反対の場合は「×」を記入してください。白票や「○」、「×」以外の

記載がございますものについては、無効票として取り扱うということになります。

 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、投票用紙交付係が、評議員が所属する分科会

名、または地区名が記載されている投票用紙を手渡します。



 つきましては、投票用紙の交付を受ける際、ご自分の氏名をはっきりと告げてください。

投票用紙の確実な手交や投票所の混乱を防ぐために、5 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つけておりますので、原則として備えつ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、立会人の先生方はご登壇くださいま

すようお願いいたします。

 また、一連の投票、開票、集計作業を事務局にお願いいたします。

 それでは、事務局、蓋をあけまして、立会人、議場、また議長、副議長に中を見せてい

ただきます。

 それでは、投票に入ります。事務局、氏名の読み上げをお願いいたします。

（事務局氏名点呼）

○議長（矢島安朝君） 投票漏れはございませんか。

 それでは、事務局より私の方に、投票用紙交付集計票がまいりました。評議員総数 64

名、出席評議員 60 名、欠席評議員 4 名、従いまして、投票総数は 60 名となりまして、3

分の 2 以上の票が必要ですので、3 分の 2 とは 40 票以上ということになります。

 それでは、事務局の方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

 それでは、ご報告申し上げます。ただいま事務局の方からの報告によりまして、投票総

数 60 票、うち有効票数 60 票、無効票数ゼロ。日本スポーツ歯科医学会、賛成 59 票、反

対 1 票、日本有病者歯科医療学会、賛成 59 票、反対 1 票ということになりました。

 よって、「第 1 号議案 専門分科会への加入に関する件」につきましては、2 つの学会と

も出席評議員の 3 分の 2 以上の賛成を得ました。従いまして、日本スポーツ歯科医学会、

日本有病者歯科医療学会の専門分科会への加入は承認され、可決確定いたしました。あり

がとうございました。

 それでは、立会人の先生方、どうもありがとうございました。

 これより壇上の整理を行いますので、しばらくお待ちください。

(壇上整理)



○第２号議案 日本歯科医学会規程の一部改正

○議長（矢島安朝君） 続きまして「第 2 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。それでは「第 2 号議案 日本歯科医学会規程の一部改正」についての提

案説明を今井総務理事にお願いいたします。

○今井総務理事 それでは、日本歯科医学会規程の一部改正について、ただいま第 1 号議

案において、日本スポーツ歯科医学会ならびに日本有病者歯科医療学会の日本歯科医学会

専門分科会への加入が審議され、承認されました。これを受けまして、両学会の認定分科

会から専門分科会への移行に伴う日本歯科医学会規程の一部改正をご審議いただきたいと

存じます。

 具体的には、30 ページをご覧ください。

 第 5 条第 1 項の「学会理事 32 名以内」を「学会理事 34 名以内」に改める。

 第 6 条第 3 項第一号中「23 名以内」を「25 名以内」に改める。

 第 24 条に次の二号を加える。二十四、日本スポーツ歯科医学会、二十五、日本有病者

歯科医療学会。

 第 26 条各号を次のように改める。日本スポーツ歯科医学会と日本有病者歯科医療学会

を削除し、以下の一から十八に改めるということになります。

32 ページから 34 ページ、新旧対照表がございますので、ご参照いただければと存じま

す。

 以上でございます。

◯議長（矢島安朝君） ありがとうございました。それでは「第 2 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、挙手を願い

ます。よろしいでしょうか。

 それでは、ご質問がないようですので、質疑を打ち切りまして採決に入ります。ご異議

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

◯議長（矢島安朝君） それでは、ご異議ございませんので、採決いたします。

 「第 2 号議案 日本歯科医学会規程の一部改正」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（矢島安朝君） ありがとうございます。賛成多数。よって「第 2 号議案 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３号議案 平成 31 年度日本歯科医学会事業計画

○議長（矢島安朝君） 続きまして「第 3 号議案 平成 31 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 31 年度日本歯科医学会事業計画」についての提案説明を、今井総

務理事お願いいたします。

○今井総務理事 35 ページをお開きください。

 「第 3 号議案 平成 31 年度日本医師会学会事業計画」でございます。歯科医学に関す

る科学及び技術を振興することにより、歯科医療を進歩、発展させ、国民および人類の健

康と福祉の増進に貢献し、併せて会員の十分な知識の普及と歯科医療技術の質の向上を目

指して、以下の事業を行うものである。

 これは、基本的には、前年のものを踏襲してございます。大きく異なるところは、「Ⅰ．

重点計画」の 5．日本歯科専門医機構との連動、これはすでに機構が創設されましたので、

「連動」というふうな文言に変えております。

 「Ⅱ．一般計画」では、「7．歯科学術用語集」ですが、これもすでに発行されました

ので、「普及・展開」というふうに変えてございます。

 「Ⅲ．その他」では、「4．第 24 回日本歯科医学会学術大会」、ここは従来「総会」と

いう文言が入っておりましたから、そこを削除いたしました。

 このような内容で、各委員会で事業を展開していく予定でございます。ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 それでは「第 3 号議案 平成 31 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、挙手をお願いいたします。

 よろしいでしょうか。ご質問はないようでございますので、ここで審議を打ち切りまし

て、採決に入ります。

 「第 3 号議案 平成 31 年度日本歯科医学会事業計画」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（矢島安朝君） ありがとうございます。賛成多数。よって「第 3 号議案 平成 31

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 31 年度学会会計収支予算

○議長（矢島安朝君） 続きまして「第 4 号議案 平成 31 年度学会会計収支予算」の提

案説明を、古橋常任理事お願いいたします。

○古橋常任理事 それでは、平成 31 年度学会会計収支予算についてご説明申し上げます。

36 ページをお開きいただきたいと思います。

 平成 31 年度学会会計の予算編成を行うに当たりましては、基本的に平成 31 年度の諸事

業については、平成 30 年度の事業計画を継承しつつ、費用対効果を第一義に考え、事業

仕分けを慎重に進め、事業全般を検証した上で無駄を排除し、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いました。

 まず、事業活動収入は 529 万円でございます。そのうち、専門・認定分科会分担金収入

が 372 万円、広告収入 74 万円余、それから雑収入 80 万円余を計上しております。

 続きまして、事業活動支出は、第一款事業費、第二款管理費、第三款他会計への繰入金

で構成されております。

 まず初めに、第一款事業支出は 9,879 万円余で、前年度予算と比較いたしまして、プラ

ス 2.3％、840 万円余の増となっております。なお、これまで各事業項目の最後に計上し

ておりました雑支出、雑費については、同様の項目が各所に配置されているのは見にくい

ということで、次年度予算でも事業費管理費でも、最後にまとめて予算立てしております

ので、申し添えておきます。

 それから、第一項会員顕彰費支出は223万円余、第二項会誌関係費支出は274万円余で、

24 万円余増でございます。平成 26 年度発行の雑誌第 34 巻から、オンライン化に移行す

ることにいたしました。なお、歯科大学・歯学部等、また冊子を希望している会員に発送

する 500 部だけ印刷する予算措置でございます。

 第三項英文雑誌関係費支出は 969 万円で、70 万円の増でございます。海外の執筆者へ

の原稿料等の増額でございます。印刷は国内で行う予定でございます。

 第四項歯科用語関係費支出は 37 万円余で、671 万円余の減でございます。これは本年

度用語集を発行し、次年度は改訂作業がないため減額となっております。

 第五項学術研究関係支出は 3,715 万円余で、1,184 万円余の増額予算でございます。こ

れは歯科医学研究助成および重点研究、奨励研究を、平成 31 年度も継続事業としており

ます。さらに重点研究委員会では、イノベーション事業として、新しい技術や考え方を取

り入れた新たな企画をする予定でございます。



37 ページに移っていただきまして、第六項学術講演関係費支出は 210 万円余で、154

万円余の減額となっております。平成 31 年度では学術講演会を 1 回開催し、学術シンポ

ジウム等の企画をして、次年度以降に開催する準備の年といたしております。

 第七項専門分科会等助成金支出は 2,314 万円余でございます。各分科会への助成金の交

付の考え方については、次年度も同様でございます。ただし、資格審査委員会、常任理事

会、理事会にて加入を可とするとしている 2 学会については、本日この評議員会において

加入が承認されましたので、そのまま計上しております。

 第八項国際学会補助金支出は名目計上でございます。平成 31 年度に国際学会を行う専

門分科会等の申請はございません。第九項関係団体委託金支出は 74 万円、IADR 活動の調

査研究を JADR に委託する 64 万円、学術著作権協会会費の 10 万円でございます。

 第十項調査関係費支出は 475 万円余で、115 万円余の増でございます。これは画像診断

算定に係わる検討ワーキング、歯周病保険診療に係わる検討ワーキング開催に伴う会議旅

費が増額になっております。なお、本年度は、画像診断算定に係わる検討ワーキングを管

理費支出から支出しておりましたが、平成 31 年度より本項に移行いたしております。

38 ページに移っていただきまして、第十一項内外渉外費支出は 179 万円余で 101 万円

余の減でございます。これは ISO/TC106 会議が国内で開催されるため、旅費の減額にな

っております。

 第十二項学会関係資料収集作成費支出は 5 万円で、前年どおりでございます。

 第十三項雑支出は200万円で、これまで各事業項目の最後に計上しておりました雑支出、

雑費をまとめて予算立てしております。

 第十四項広告取扱手数料支出は 11 万円余です。

 第十五項人件費支出は 1,187 万円余です。

 次に、管理費支出でございます。管理費支出は、評議員会および理事会、常任理事会等

の会議開催に伴う旅費・諸経費、職員人件費、出張旅費およびホームページ運用関係費等

の支出であります。

 第二款管理費支出は 4,152 万円で、前年度予算と比較してプラス 383 万円余の増額予算

となっております。

 第一項会議費支出は 2,321 万円で、359 万円余の増でございます。会議費では、本年 6

月に臨時評議員会、来年 2 月に定例評議員会を開催することが決定いたしております。

 画像診断算定に係わる検討ワーキングは、事業費支出の第十項調査関係費支出に移行し



ております。

 第二項事務費支出は 1,780 万円余で、23 万円余の増となっております。事務費では、会

員管理費支出は、本日の第 99 回評議員会において、2 学会加入されることを想定して計上

しましたが、今日承認されましたので、そのまま計上していきたいと思います。

 また、第六項ホームページ運用関係費支出は、学会ホームページの閲覧数が少ないこと

などの対応策として、トップ画面をはじめ、ホームページのつくり込みの見直しを行うた

め増額予算措置としております。

 第三項租税公課支出は 50 万円で、前年度同様でございます。

 最後に、他会計への繰入金支出でございます。

 第三款他会計への繰入金支出は 1,462 万円余で、前年度予算と比較して 329 万円余の増

額となっております。これは第 24 回日本歯科医学会学術大会の準備に係る予算措置でご

ざいます。

 従いまして、次期繰越収支差額は 2 億 5,000 万円余となっております。

 以上でございます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 それでは「第 4 号議案 平成 31 年度学会会計収支予算」のご質問をお受けいたします。

 ご質問のある方は、挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。

 では、なければ、ここで審議を打ち切りまして、採決に入りたいと存じます。

 ご異議ございませんか。お疲れでしょうが、異議なしとはっきり言っていただくと議長

も助かります。ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（矢島安朝君） 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、採決をいたします。

 「第 4 号議案 平成 31 年度学会会計収支予算」にご賛成の方は、挙手願います。

（賛成者挙手）

○議長（矢島安朝君） 賛成多数。よって「第 4 号議案 平成 31 年度学会会計収支予算」

は、可決確定いたしました。

○古橋常任理事 すみません、議長よろしいでしょうか。

○議長（矢島安朝君） はい、古橋常任理事どうぞ。

○古橋常任理事 ただいま第 4 号議案を議決していただきまして、ありがとうございまし



た。この予算に関しましては、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、可決という手順、手続きを踏まなければなりません。その場におきまして、審議の

経過の中で微調整等が生ずる可能性がありますので、それにつきましては学会長に一任さ

せていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。

○議長（矢島安朝君） それでは、ただいま古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きまして、ご承認いただけますか。異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（矢島安朝君） どうも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５号議案 平成 31 年度第 24 回日本歯科医学会学術大会会計収支予算

○議長（矢島安朝君） 続きまして「第 5 号議案 平成 31 年度第 24 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 5 号議案 平成 31 年度第 24 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、古橋常任理事にお願いいたします。

○古橋常任理事 それでは、48 ページをお開きいただきたいと思います。

 第 24 回日本歯科医学会学術大会が 2021 年 9 月 23 日から 25 日の 3 日間、パシフィコ

横浜をメイン会場に開催されることは、先ほど住友会長からご説明あったとおりでござい

ます。昨年 7 月から、関係委員会が立ち上がりまして本格的な準備に入っておりますが、

平成 31 年度から本会計を本格的に活用していきたいと考えております。

 まず、事業活動収入は 1,300 万円余を計上しております。

 続きまして、事業活動支出でございますが、第一款事業費、第二款管理費、第三款他会

計への繰入金で構成しております。

 第一款事業費は、項目のみの名目計上でございます。

 第二款管理費第一項大会準備費支出は 1,220 万円余でございます。会議費支出として準

備委員会開催に伴う諸経費を 593 万円、49 ページに移っていただきまして、事務費支出

の 174 万円余、通信費支出 84 万円、旅費交通費支出 133 万円余、印刷費支出 130 万円、

広報費支出 10 万円余、渉外費支出 20 万円、雑支出 75 万円余を計上いたしております。

 第 3 款他会計への繰入金支出は名目でございます。

 続きまして、投資活動支出、財務活動支出ですが、今回計上はございません。

 従いまして、事業活動支出合計は 1,222 万円となっております。先ほどの第 4 号議案と



同様に、この第 5 号議案につきましても、3 月の日本歯科医師会代議員会において、審議、

可決といった手順、手続きを踏まなければなりません。従いまして、審議の経過の中で微

調整が生じました場合には、学会長にご一任いただきますことをお認めいただきたく存じ

ます。

○議長（矢島安朝君） よろしいでしょうか。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 31 年度第 24 回日本歯科医学会学術大会会計収支予算」の

ご質問をお受けいたします。ご質問のある方は、挙手願います。

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、なければ、ここで審議を打ち切りまして、採決に入りたいと存じます。

 ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（矢島安朝君） ありがとうございます。異議がないようでございますので、採決

をいたします。

 「第 5 号議案 平成 31 年度第 24 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、挙手をお願いいたします。

（賛成者挙手）

○議長（矢島安朝君） ありがとうございます。賛成多数。よって「第 5 号議案 平成 31

年度第 24 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。

○第 6 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（矢島安朝君） それでは、続きまして「第 6 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 6 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

井上副会長お願いいたします。

○井上副会長 第 6 号議案の提案理由をご説明いたします。

 先ほど、今井総務理事からご報告ございましたように、認定分科会には、本年度 4 学会

が申請してまいりましたが、いずれも認められておりません。昨年度は 5 学会、いずれも

認められておりません。ということで、ここ数年一つも認定分科会に昇格した学会はござ

いません。

 これは提案理由といたしまして、学会研究活動の国際化および学際化が著しく、高い評

価を得ている海外の学術雑誌への論文が投稿される現状に鑑み、学会活動の適切な評価を



目的として、基準を少し変えたいということでございます。

 これはすでに専門分科会の方ではお認めいただいておりまして、ページで言うと 56 ペ

ージ、57 ページになりますが、従前の承認基準の(6)に「認定分科会の場合には、機関誌、

その学会の雑誌に 5 編以上の原著論文が載っていること」というのがあるんですが、今年

の 4 申請学会につきましては、5 編を満たしている学会はございませんでした。

 そこで、ご提案でございます。

57 ページに書いてございますが、審査対象とする論文は、専門分科会の承認基準と同じ

でございまして、PubMed に収載の英語論文であるとか、そういったようなことは専門分

科会と一緒です。ただし、認定分科会の場合には、やはり学会として機関誌が充実してい

ないといけないだろうということで、真ん中あたりにございますが「審査対象に加えるこ

とができる」ということで、あくまでも機関誌で 5 編持ってもらいたい。ただし、英文に

匹敵する論文があれば、それを審査対象に加えてもいいだろうというふうに考えていて、

今回提案をさせていただいています。

 なお、この基準改正に関しましては、評議員会の議決を必要としております。

 以上でございます。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 それでは「第 6 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、挙手をお願いいたします。

 よろしいでしょうか。それでは、ご質問がないようでございますので、質疑を打ち切り

まして採決に入ります。ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（矢島安朝君） ご異議ないようでございますので、採決をいたします。

 それでは「第 6 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、挙手をお願いいたします。

（賛成者挙手）

○議長（矢島安朝君） ありがとうございます。賛成多数。よって「第 6 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。

◯協議

○議長（矢島安朝君） 引き続きまして、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、今回、日本歯科医学会への質問および要望等について、各評

議員へ事前質問をお受けしましたところ、日本老年歯科医学会選出の佐藤評議員、関東地

区選出の金山評議員から事前質問がございました。

 まず、日本老年歯科医学会選出の佐藤評議員からのご質問に対して、回答を今井総務理

事お願いいたします。

○今井総務理事 今、議長からご案内ありましたように、あらかじめご質問・ご要望をお

受けいたしましたので、それにつきましてご説明いたします。

 まず、日本老年歯科医学会から頂戴いたしました要望でございますが、これは平成 26

年に日本歯科医師会より口腔ケアの定義に関して、少し検討していただけないかというよ

うな日本歯科医師会会長から日本歯科医学会会長へ諮問がございまして、口腔ケアの定義

に関する検討委員会というものを設置いたしました。

 結果として、平成 27 年 6 月に答申書が出されまして、従来から言われている広義の意

味の口腔ケアと認識していた領域を口腔健康管理と位置づけ、周知というような形で答申

をしてございます。

 それに対しまして、日本老年歯科医学会では、そのような答申が、その後どのように活

用されどのように周知されているのか。具体的に言うと、あまり周知徹底されていないの

ではないかというようなご意見でございます。

 これは日本歯科医師会から日本歯科医学会への諮問でございますから、後ほどまた日本

歯科医師会の小林先生からもご意見をいただければと存じますが、基本的には、日本歯科

医師会ならびに日本歯科医学会で、いろいろな場所で、それなりの広報活動は行っており

ます。しかしながら、ご指摘のように、十分な周知活動が見えてないのではないかという

ことですので、それにつきましては、真摯に受け止めまして、日本歯科医師会と連携をし

て、今後十分に周知に努めていくようにしたいと思います。

 ホームページにおきましても、確認しましたら、ご指摘のとおり、ホームページにはア

ップされておりませんので、これも日本歯科医師会、あるいは日本歯科医学会で検討して

いくというところが現在の状況であります。

 併せまして、これは我々日本歯科医学会のみならず、各分科会でもよくこの内容をご理

解いただき、会員、あるいは、周辺の環境にご周知いただけるとありがたいというふうに

思っております。

 これに関しましては以上ですけれども、小林先生何かございますか。



○小林常任理事 ありがとうございます。現在、日本歯科医師会としましては、口腔健康

管理ということで、プロフェッショナルケアと、いわゆる介護の方にあるケアの中のすみ

わけも含めて、いろいろな形で提案していこうということでございますが、会長の方のい

ろいろな検討ボードを立ち上げておりまして、口腔健康管理に関する検討ボードで、今動

き始めておりまして、次年度に向けて、PR も含めてどのように展開していこうかという

ことが、もう少しお時間をいただけると、皆さんにお示しできると思いますので、お時間

を多少お願いしたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。これにつきまして会場の方から何かご

発言等ございましたら、挙手をお願いいたします。

 よろしいでしょうか。

 それでは、続きまして、関東地区選出の金山評議員からのご質問に対する回答を、今井

総務理事お願いいたします。

○今井総務理事 それでは、関東地区、金山先生から頂戴したご質問、ご要望でございま

すけれども、日本歯科医学会の分科会に、日本歯科医師会の会員がどのぐらい入会してい

るのか、そして、きちんと検証しているのかというような内容だと理解しております。

 これは毎年 9 月に、各分科会の会員数に対する日本歯科医師会の会員数の割合は、確認

して検証しております。そして住友先生が、分科会総会学術大会に行かれた時には、日本

歯科医師会に入会していただけるようお願いしているところでございます。

 現実的には、平均的に総会員数の内、日本歯科医師会の会員数の割合は、専門分科会は

約 32％、認定分科会では約 37％でありました。

 もう一点は、日本歯科医学会の専門分科会が指名する役員と選出する評議員の中で、日

本歯科医師会の会員数はどの程度の割合かということでございます。これは、役員の割合

は 50％、評議員の割合は 52％での割合でございます。

 以上です。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。

 それでは、会場からこれにつきましてご発言等ございますでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 次回の評議員会でも、同様に事前質問を受け付ける予定でございますので、またよろし

くお願いいたします。

 その他ご質問等ございましたら、今ここで挙手でお受けしたいと思います。ご質問ござ



いますでしょうか。

 どうぞ。

○佐藤評議員 日本老年歯科医学会の佐藤裕二です。どうも丁寧なご回答ありがとうござ

いました。

 それとは別に、もう一点は、専門分科会への加入の投票ですけれども、厳密に行われて

非常に感銘いたしたのですが、また審査の委員会もきちんとされたと思うんですが、今回

ここに会員数とか原著論文数のデータ等を出していただけると、より私たちが判断する時

にいいかなと。もちろん私も会員数は調べてきたんですけれども、原著論文数はわからな

いので、またどの程度のものかがわかると投票しやすい。学会名しかわからないと、何か

単に好き嫌いを聞いているだけみたいに思えてしまうとまずいので、そういう形にしてい

ただくと、より今後きちんとした投票ができるかなと感じましたので、よろしくお願いし

ます。もちろん、何か私が「×」を入れた人みたいに思われてはいけないので、私は入れ

ていません。「○」を入れましたから、そういう疑いをしないでください。

○議長（矢島安朝君） ご提案でございます。執行部何かご答弁ございますでしょうか。

 はい、井上副会長どうぞ。

○井上副会長 お答えいたします。理事会の方では、全てデータが出ております。それか

ら、資格審査委員会の方で厳密に見て、条件を満たしているということで、今後先生の意

見を反映させるように検討させていただきたいと思います。

○議長（矢島安朝君） ありがとうございました。その他ご質問ございますでしょうか。

挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。

 それでは、（2）その他でございます。他に執行部からのご提案、ご意見等はございま

すでしょうか。ありがとうございます。

 それでは、評議員の先生方の方からご提案、ご意見等はございますでしょうか。ありま

したら、挙手をお願いいたします。

 よろしいでしょうか。それでは、ご提案はないようでございますので、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 99 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、評議員の皆様方の多大なるご協力をいただきまして、誠にありがとうござ

いました。



◯閉会の辞

○議長（矢島安朝君） それでは、閉会の辞を井上副会長お願いいたします。

○井上副会長 先生方、本日は長時間にわたり慎重な審議をありがとうございました。上

程させていただきました議題は、すべて承認させていただいて感謝申し上げます。

 会長賞の受賞が終わった時には 10 分遅れ、会長の報告が終わった時には 20 分遅れ、今

日は午後 6 時ぐらいになるかなと思ったら、最後の議長の圧力により、予定よりも 20 分

早く終わったという結果になりました。

 昨日テレビを見ておりましたが、富士山の雪解けは、例年の 5 月に匹敵するそうです。

今年は暑くなるような気配がしております。今日も天候は不順でございますが、先生方に

おかれましたら、ますます健康には留意されて、ご活躍を祈念しております。本日は誠に

ありがとうございました。（拍手）

午後 4 時 47 分閉会

第 99 回評議員会

            議事録署名人    西   巻   明   彦   ㊞

               同       安   岡   良   介   ㊞


