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第５回理事会報告 

 

日 時  平成２７年１月１６日（金）午後３時５分～同５時１０分 

場 所  日本歯科医師会 ８０１会議室 

出席者  ＜会  長＞ 住友雅人 

      ＜副 会 長＞ 松村英雄、今井 裕 

      ＜総務理事＞ 井上 孝 

      ＜常任理事＞ 高橋秀直、中島信也、櫻井 薫、和泉雄一、 

             大浦 清、栗田賢一、神原正樹、山﨑要一、 

             永田俊彦、森戸光彦 

      ＜理  事＞ 芦田欣一、千田 彰、矢谷博文、石川博之、 

             米山隆之、金田 隆、一戸達也、渋谷 鑛、 

             永山正人、金子明寛、柿木保明、久保田英朗、 

             仙波伊知郎、桃井保子 

      □第２３回日本歯科医学会総会 

      ＜会  頭＞ 田中健藏 

      ＜準備委員長＞ 北村憲司 

      日本学術会議歯学委員会 

      ＜副委員長＞ 山口 朗 

      □国際歯科研究学会日本部会（JADR）  

      ＜会  長＞ 髙田 隆 

欠席者  ＜理  事＞ 俣木志朗、渡邉文彦 

      □日本歯科総合研究機構 

      ＜研究部長＞ 石井拓男 

 

 

［議長 井上総務理事］ 

 

 

１．開  会 

松村副会長より、開会の辞。 
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２．挨  拶 

 住友会長より、挨拶がなされた。 

 引き続き、第２３回日本歯科医学会総会田中会頭より、挨拶がなされた。 

 

 

３．紹  介 

  平成２６年７月２５日付で本学会理事として推薦された日本歯科放射線

学会より金田 隆氏（日本大学松戸歯学部教授）ならびに平成２７年１月５

日付で日本臨床口腔病理学会より仙波伊知郎氏（鹿児島大学教授）に対して、

住友会長から指名書と JADR の徽章が手渡された。また、前回理事会を欠席

された米山理事に対して、JADR の徽章が手渡された後、各理事より自己紹

介が行われた。 

 

 

４．報  告 

１）一般会務報告 

   井上総務理事より、次の資料に基づき報告が行われた。 

  □ 一般会務報告（平成 26年 11月 12日～平成 27年 1月 8日） 

  □ 学会第４回理事会報告（平成 26年 4 月 9日） 

  □ 学会第７回常任理事会報告（平成 26 年 4月 9日） 

  □ 学会第８回常任理事会報告（平成 26 年 7月 9日） 

  □ 学会第９回常任理事会報告（平成 26 年 11月 14日） 

  □ 学会第１０回臨時常任理事会報告（平成 26年 12月 25日） 

 

２）世界会議２０１５開催概要および計画概要 

   住友会長より、標記について資料に基づき説明され、本年３月１３日～

１５日まで東京国際フォーラムで開催される。主催は、日本歯科医師会、

日本歯科医学会、８０２０推進財団、日本歯科商工会あり、共催として世

界保健機関ＷＨＯである。現在の事前登録者数の合計は１，２１２名、ま

た、当日登録が行えるので多くの方々に参加していただきたい旨が述べら

れた。 

   中島常任理事より、商工展の企画をしているが、世界保健機関ＷＨＯの
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共催ということで、テーマである「健康寿命延伸のための歯科医療・口腔

保健」についてだけの展示となることが補足説明された。 

 

３）第２３回日本歯科医学会総会準備状況報告 

   田中会頭より、標記について資料に基づき準備状況報告がなされた。 

   福岡歯科大学が主幹校となり、平成２８年（２０１６年）１０月２１日

（金）から２３日（日）までの３日間、福岡国際会議場ならびに福岡サンパ

レスにおいて開催。既に後援名義の依頼を、福岡県知事および福岡市長に

している。また、初めての九州の地での開催と言うこともあって、福岡歯

科大学のほか協力校である九州地区４大学（九州大学、九州歯科大学、長

崎大学、鹿児島大学）や九州地区歯科医師会との協力により準備を進めて

いく旨が述べられた。 

   北村準備委員長より、通年であれば学術部会は開催の１年前の４月から

スタートだが、九州地区４大学の協力で行うことから、本総会では前倒し

で始め、また、日本歯科医師会プログラム、分科会プログラム、九地連プ

ログラム（福岡県歯科医師会 長谷会長が中心となり）も本総会の中で開

催する準備をしていることが補足説明された。 

   【メインテーマ：歯科医療 未来と夢 

    －New Paradigm for Dental Medicine Its Futures and Our Dreams－】 

 

５）会計現況報告 

   高橋常任理事より、次の資料に基づき、会計現況報告がなされた。 

   □学会会収支計算書（平成 26年 4月 1日～11月 30日） 

   □第２３回日本歯科医学会学術大会会計収支計算書 

            （平成 26年 4月 1日～11月 30日） 

 

 ６）その他 

（１）役員（学会会長）選挙の候補者一覧表等の送付について 

   井上総務理事より、標記について資料に基づき、昨日の午後６時をもち

立候補届け出が締切られたことが報告された。 

   引き続き、松村副会長より、選挙管理会の前野委員長より日歯選管発第

３号で送付した標記について、候補者として住友雅人氏１名、また、推薦



 - 4 - 

者２０名のが記載された一覧表、これを日本歯科医学会選挙規程第１２条

に基づき公示する資料であることが説明された。 

 

（２）歯科医師の資質向上等に関する検討会について 

   井上総務理事より、本日の１０時～１２時まで厚生労働省において、第

１回歯科医師の資質向上等に関する検討会が開催され、本学会からは井上

総務理事、日本歯科医師会からは富野副会長、三塚副会長が出席され、座

長は江藤一洋先生であることが報告された。本年３月から、「歯科医師の

需給に関すること」、「女性歯科医師に関すること」、「歯科医療の専門

性に関すること」の３つのワーキングが開催されることが補足説明され

た。 

 

（３）日本学術会議報告 

   山口日本学術会議歯学委員会副委員長より、日本学術会ではいくつかの

役割がありそのうちの重要は役割りのひとつとして、科学者間ネットワー

クの構築がある。日本学術会議歯学系委員会は日本歯科医師会の協力を仰

ぎ連携を構築している。 

   現在は、第２３期の日本学術会議が昨年の１１月１日からスタートして

いること、また、日本学術会議公開シンポジウムについて、資料に基づき

報告された。 

 

（４）国際歯科研究学会日本部会（JADR）報告 

   国際歯科研究学会日本部会髙田会長より、標記について資料に基づき、

IADR 準会員制度について説明され、理事の先生方の学会で多くの開業医の

先生方にも案内をしていただきたい旨が述べられた。 

 

 

５．承認事項（事前配信資料） 

１）顕彰審議会答申の取り扱いについて 

   松村副会長より、標記について顕彰審議会からの答申書に基づき諮られ、

協議の結果、答申内容を了承し、２月２３日開催の第９２回評議員会の中

で、授賞式を執り行うこととした。なお、授賞者は以下の通りである。 
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＜研究部門＞  

山田 好秋（大学名誉教授／学会推薦） 

山根 源之（大学名誉教授／学会推薦） 

赤川 安正（大学名誉教授／学会推薦） 

＜教育部門＞  

福田 仁一（大学名誉教授／学会推薦） 

向井 美惠（大学名誉教授／学会推薦） 

出口 眞二（大学名誉教授／学会推薦） 

＜地域歯科医療部門＞  

渡邉 洋夫（東京都歯科医師会会員／日本歯科医師会推薦） 

 

２）専門・認定分科会資格審査委員会答申の取り扱いについて 

   松村副会長より、認定分科会への登録申請があった日本成人矯正歯科学

会、日本顕微鏡歯科学会、日本歯科人間ドック学会、日本口腔検査学会の

登録資格審査に係る答申内容について、同委員会からの答申書に基づき報

告が行われた後、協議の結果、答申内容を了承し、日本口腔検査学会の認

定分科会への登録について、２月２３日開催の第９２回評議員会の議案と

することとした。 

 

３）「口腔ケア」に関する検討委員会への諮問について 

   住友会長より、日本歯科医師会から標記委員会の設置について要望があ

り、既に口腔ケアの定義に関する検討準備委員会を２回開催しており、今

後多職種（他職種）からの意見も徴収していくが、まずは歯科側の意見を

とりまとめるための標記検討会を設置し、１月２１日に第１回の検討委員

会が開催されることが説明され、了承された。 

 

４）専門分科会への加入を申請する専門学会に係る雑誌（機関誌）掲載論文

の審査上の取り扱いについて 

   井上総務理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、審

査上の取り扱いを了承し、２月２３日開催の第９２回評議員会の議案とす

ることとした。 
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６．議  題 

１）第９２回評議員会の開催について 

〇 第１号議案 日本歯科医学会専門分科会承認基準の一部改正 

   井上総務理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、２

月２３日開催の第９２回評議員会に、第１号議案として上程することとし

た。 

〇 第２号議案 平成２７年度日本歯科医学会事業計画 

   井上総務理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、２

月２３日開催の第９２回評議員会に、第２号議案として上程することとし

た。 

〇 第３号議案 平成２７年度学会会計収支予算 

   高橋常任理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、２

月２３日開催の第９２回評議員会に、第３号議案として上程することとし

た。 

〇 第４号議案 平成２７年度第２３回日本歯科医学会 

学術大会会計収支予算 

   高橋常任理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、２

月２３日開催の第９２回評議員会に、第４号議案として上程することとし

た。 

〇 第５号議案 日本歯科医学会役員（学会会長）選挙 

   井上総務理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、２

月２３日開催の第９２回評議員会に、第５号議案として上程することとし

た。 

〇 第６号議案 認定分科会への登録に関する件２）その他 

   井上総務理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、２

月２３日開催の第９２回評議員会に、第６号議案として上程することとし

た。 

〇 第７号議案 日本歯科医学会規程の一部改正 

   井上総務理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、２

月２３日開催の第９２回評議員会に、第７号議案として上程することとし

た。 
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２）追加公告について 

   井上総務理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、第

６号議案、第７号議案を追加公告することが全会了承された。 

 

３）一般社団法人日本歯科医学会の設立について 

   井上総務理事より標記について、昨年の１２月２５日の第１０回臨時常

任理事会で承認を得ているが、その後、総務理事として修正し必要な事項

のみを記載、日本歯科医師会に関することは除いている。本年１月８日に

日歯・学会連絡協議会を開催し、当初は、日本歯科医師会内に機能を残す

学会を「日本歯科医学会機構」と定め、一部独立する学会を「日本歯科医

学会」としていたが、日本歯科医師会と協議を重ね、名称は日本歯科医師

会内に機能を残す学会を「日本歯科医師会 学術課・日本歯科医学会事務

局」とし、一部独立する学会を「一般社団法人 日本歯科医学会」とする

こととした旨の説明があり、協議の結果、全会了承された。 

 

４）第９２回評議員会の運営について 

   井上総務理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、原

案通りの日程で開催することを決定した。 

 

 

７．閉  会 

  今井副会長より、閉会の辞。 


