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第４回理事会報告 

 

日 時  平成３１年１月２３日（水）午後３時～同４時３０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、井上 孝 

      ＜総務理事＞ 今井 裕 

      ＜常任理事＞ 古橋會治、小林慶太、山本照子、小林隆太郎、 

             西原達次、古郷幹彦、森田 学、木本茂成、 

             櫻井 薫、関本恒夫 

      ＜理  事＞ 寺田仁志、松尾敬志、市川哲雄、森山啓司、 

             今里 聡、浅海淳一、宮脇卓也、渋谷 鑛、 

             白圡清司、金子明寛、弘中祥司、前田初彦、 

             宮崎真至、宇井和彦、冨士谷盛興 

      ＜オブザーバー＞ 

      □日本学術会議会員、日本学術会議歯学委員会委員長 

       丹沢秀樹 

      □日本口腔科学会理事長 

       （丹沢秀樹・日本学術会議会員兼任） 

      □国際歯科研究学会日本部会会長 

       （今里 聡・本学会理事兼任） 

 欠席者  ＜常任理事＞ 栗原英見、宮﨑 隆 

      ＜理  事＞ 近藤壽郎 

 

［議長 今井総務理事］ 

 

１．開  会 

  松村副会長より、開会の辞。 

 

２．挨  拶 

  住友会長より、挨拶が述べられた。 
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３．紹  介 

  今井総務理事より、日本口腔インプラント学会より選出理事の交替届出を

受けて、渡邉文彦氏（前常任理事）にかわり、宮﨑 隆氏（新常任理事）が、

また、日本顎関節学会より選出理事の交替届出を受けて、古谷野 潔氏（前

理事）にかわり、近藤壽郎氏（新理事）が、本学会役員に選出された旨の紹

介がなされた。 

 

４．報  告 

１）会務報告 

（１）一般会務報告 

  今井総務理事より、次の資料に基づき報告。 

  □一般会務報告（平成 30年 5月 24日～平成 31年 1月 16日） 

  □第 3回理事会報告（平成 30年 5月 30日） 

  □第 5回常任理事会報告（平成 30年 5月 30日） 

  □第 6回常任理事会報告（平成 30年 12月 26日） 

 

（２）専門・認定分科会への情報提供 

  今井総務理事より、平成 30 年 5 月 24 日～平成 31 年 1 月 16 日の情報提供

項目について資料に基づき報告。 

 

２）会計現況報告 

  古橋常任理事より、次の資料に基づき、会計現況報告。 

  □学会会収支計算書（平成 30年 4月 1日～11月 30日） 

  □第 24回日本歯科医学会学術大会会計収支計算書 

           （平成 30年 4月 1日～11月 30日） 

  

３）第 24回日本歯科医学会学術大会関係報告について 

  松村副会長より、標記について、次の資料に基づき報告。 

   □第 24回日本歯科医学会学術大会関係報告 

（平成 30年 5月 24日～平成 31年 1月 16日） 
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４）理事・評議員・各種委員会委員の交替について 

  今井総務理事より、標記について、資料に基づき以下の報告。いずれも選

出母体の専門分科会の届出によるもの。 

 

役 職 新 旧 所 属 

常任理事 宮﨑 隆 渡邉文彦 

日本口腔インプラント学会 評 議 員 井汲憲治 永原國央 

予備評議員 簗瀬武史 井汲憲治 

理 事 近藤壽郎 古谷野 潔 

日本顎関節学会 

評 議 員 本田和也 小林 馨 

※ 日本口腔インプラント学会の常任理事の就任時期は平成 30年 6月 12日 

※ 日本口腔インプラント学会の評議員の就任時期は平成 30年 10月 22日 

※ 日本口腔インプラント学会の予備評議員の就任時期は平成 30年 12月 27日 

※ 日本顎関節学会選出の就任時期は平成 30年 12月 11日 

 

５）日本歯科医学会役員業務分担 

  今井総務理事より、日本口腔インプラント学会指名理事の変更に伴い、渡

邉前常任理事に代わって宮﨑新常任理事を歯科医学教育・生涯研修協議会の

担当常務理事、また、日本顎関節学会指名理事の変更に伴い、古谷野前理事

に代わって近藤新理事を歯科医療技術革新協議会の担当理事、さらに、日本

矯正歯科学会指名理事の変更に伴い、森山理事が、英文雑誌編集委員会の副

委員長から担当理事に変更、とした旨報告。 

 

６）平成 31年度諸会議開催予定について 

  今井総務理事より、標記について資料に基づき報告。 

 

７）厚生労働省受託事業 歯科用ハンドピース等の滅菌方法等に関する検証事

業実行委員会の設置について 

  松村副会長より、標記について資料に基づき報告。 
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８）その他 

□ 日本学術会議報告 

  丹沢歯学委員会委員長より、標記について口頭報告。 

□ 日本口腔科学会報告 

  丹沢理事長より、標記について口頭報告。 

□ 国際歯科研究学会日本部会報告 

  今里会長より、標記について口頭報告。 

□ 今井総務理事より、日本歯科医学会学術用語集を平成 30年 12月 25日に発

行した旨報告。また、表紙等に記載されている日本歯科医学会の英文表記に

誤りがあったため、修正の上、再度印刷する旨併せて報告。 

引き続き、井上副会長より、発行 6か月後以降に本学会 HPに掲載する旨報告。 

□ 今井総務理事より、社会保障審議会統計分科会「疾病、傷病及び死因分類

専門委員会」の専門委員の推薦は、人選について検討中である旨報告。 

 

５．議  題 

１）顕彰審議会答申の取り扱いについて 

  今井総務理事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、答申内容を承認し、2月 19日（火）開催の第 99回評議員会の中

で、授賞式を執り行うこととした。なお、授賞者は以下のとおり。 

＜研究部門＞ 

宮﨑 隆（昭和大学副学長・歯学部長／日本歯科理工学会推薦） 

栗原英見（広島大学大学院医歯薬保健学研究科教授／日本歯周病学会推薦） 

平田雅人（九州大学名誉教授／歯科基礎医学会推薦） 

＜教育部門＞ 

安井利一（明海大学学長／日本口腔衛生学会推薦） 

井出吉信（東京歯科大学学長／東京歯科大学推薦） 

桃井保子（鶴見大学名誉教授／日本歯科保存学会推薦） 

＜地域歯科医療部門＞ 

東 克章（熊本県歯科医師会会員／日本歯周病学会推薦） 
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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（認定分科会登

録申請学会） 

  森田常任理事より、標記答申書に基づき、認定分科会登録申請学会の登録

資格に係る委員会審議の内容を説明。 

  その後、井上副会長より、理事会での採決方法について、全理事による無

記名投票とすることの提案があり、承認。また、投票総数の過半数の可票を

得た申請学会を第 99回評議員会に議案上程すること、投開票事務は事務局が

実施し、井上副会長、今井総務理事が開票作業に立ち会うことについても、承

認された。 

  以上により投票後、開票作業が行われ、その結果、全ての登録申請学会が

過半数の可票を得るに至らず、全ての登録申請学会を登録否とすることにつ

いて、全会一致により承認された。 

 

３）第 24回日本歯科医学会学術大会準備委員会運営規程について 

  松村副会長より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、原案を

承認。変更の内容は、委員会の他に分科会プログラムチームならびに日歯プ

ログラムチームを設置したことに伴う変更。 

 

４）第 99回評議員会の開催（議案）について 

  今井総務理事より標記について日程案をもとに諮られ、協議の結果、この

日程に基づき第 99回評議員会を開催することが承認された。 

 

 ○第 1号議案 専門分科会への加入に関する件 

  今井総務理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、第 99

回評議員会の第 1号議案として上程することが承認された。 

   

○第 2号議案 日本歯科医学会規程の一部改正 

  今井総務理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、第 99

回評議員会の第 2号議案として上程することが承認された。 
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○第 3号議案 平成 31年度日本歯科医学会事業計画 

  今井総務理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、第 99

回評議員会の第 3号議案として上程することが承認された。 

 

○第 4号議案 平成 31年度学会会計収支予算 

  古橋常任理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、第 99

回評議員会の第 4号議案として上程することが承認された。 

 

 ○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 

  古橋常任理事より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、第 99

回評議員会の第 5号議案として上程することが承認された。 

 

○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 

  井上副会長より、標記について資料に基づき諮られ、協議の結果、原案を

一部修正の上、第 99回評議員会の第 6号議案として上程することが承認され

た。 

 

５）第 99回評議員会の運営について 

今井総務理事より、標記についてタイムスケジュール案に基づき諮られ、協

議の結果、原案どおり承認された。 

 

６）第 100 回臨時評議員会開催公告並びに日本歯科医学会役員（学会会長）の

選挙期日及び立候補届出期日公告について 

今井総務理事より、標記に資料に基づき諮られ、協議の結果、原案どおり承

認された。 

 

７）その他 

□ 井上副会長より、認定分科会の更新を行うことについて諮られ、協議の結

果、次年度に認定分科会の更新を行うことを承認。 

 

６．閉  会 

  井上副会長より、閉会の辞。 


