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公益社団法人日本補綴歯科学会 平成 29 年度事業報告 

 

I. 目的（定款第 4 条） 

公益社団法人日本補綴歯科学会は，歯科補綴学に関する学理およびその応用についての研究

発表，知識の交換，会員相互および内外の関連学会との連携協力等を行うことにより，歯科補

綴学の進歩普及を図ると共にわが国の学術の発展に寄与し，もって国民の健康福祉の向上に貢

献することを目的として，以下の事業を実施した． 

 

II. 学術大会，講演会等の開催（定款第 5 条 1 号） 

1. 第 126 回学術大会 

1) メインテーマ「補綴歯科がめざすもの，求められるもの」 

2) 会期：2017 年 6 月 30 日（金）～7 月 2 日（日） 

3) 場所：パシフィコ横浜，ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル（横浜

市） 

4) 主管校：鶴見大学 

5) 大会長：大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座） 

6) 実行委員長：小川 匠（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座） 

7) 準備委員長：西山雄一郎（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座） 

8) 後援：日本歯科医師会，日本歯科医学会，日本歯学系学会協議会，日本歯科医学 

会連合，神奈川県歯科医師会，山梨県歯科医師会，横浜市歯科医師会，日 

本歯科技工学会，日本歯科衛生士会，日本デジタル歯科学会，鶴見大学， 

神奈川県，横浜市 

9) 参加者数：総計 2,850 名，出展企業数：57 社 

10) 総演題数：228 演題 

(1) 課題口演：9 演題 

(2) 一般口演：66 演題 

(3) 一般ポスター：145 演題 

(4) 専門医ケースプレゼンテーション：8 演題 

11) 会場数 

(1) 口演会場：4 会場 

(2) ポスター会場：1 会場 

(3) 専門医ケースプレゼンテーション：1 会場 

(4) 企業展示：1 会場 

12) 学術企画 

(1)  理事長講演 

「歯科の基礎を支え，創る補綴の矜持」 

a.  座長：松村英雄（日本大） 

b.  講師：市川哲雄（徳島大） 
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(2)  メインシンポジウム 

「未来に向けた補綴歯科のアイデンティティー」 

a. 座長： 

a) 市川哲雄（徳島大） 

b) 松村英雄（日本大） 

b. シンポジスト： 

a) 池邉一典（大阪大） 

b) 櫻井 薫（東歯大） 

c) 古谷野 潔（九州大） 

(3)  特別講演 

 「横浜名物 シウマイ物語」 

a.  座長：大久保力廣（鶴見大） 

b.  講師：野並直文（横浜商工会議所副会頭，崎陽軒取締役社長） 

(4)   海外特別講演 

 「Implant Therapy in the Geriatric Patient」 

               a.  座長：小野高裕（新潟大） 

               b.  講師：Frauke Müller（ジュネーブ大） 

(5)   国際シンポジウム 

 「Trends on Current Prosthetic Treatment. - Reports from Europe and Indonesia - 補

綴治療のトレンドを知る．－ヨーロッパそしてインドネシアからの報告－」 

a.  座長： 

a) 矢谷博文（大阪大） 

b) 隅田由香（医歯大） 

b.  シンポジスト： 

a) Hana Hubálková（チャールズ大） 

b) Laura S. Himawan（インドネシア） 

(6)   シンポジウム 1 

 「CAD/CAM デンチャーはどこまで進んだのか」 

a.  座長： 

a) 疋田一洋（北医療大） 

b) 永尾 寛（徳島大） 

b.  シンポジスト： 

a) 水口俊介（医歯大） 

b) 新保秀仁（鶴見大） 

(7)  シンポジウム 2 

「軟質材料を用いた義歯のリラインによる臨床効果」 

a.  座長： 

a) 河相安彦（日大松戸） 
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b) 上田貴之（東歯大） 

b. シンポジスト： 

a) 村田比呂司（長崎大） 

b) 上田貴之（東歯大） 

 (8)  シンポジウム 3 

「歯科補綴領域の再生医療実現における課題と未来」 

a. 座長： 

a) 西村正宏（鹿児島大） 

b) 秋葉陽介（新潟大） 

b. シンポジスト： 

a) 村上伸也（大阪大） 

b) 原井基博（富士ソフト（株） 常務執行役員） 

(9)  シンポジウム 4 

「北米型 vs スカンジナビア型 －日本の補綴専門医はどちらを向いている

のか？－」 

a. 座長： 

a) 江草 宏（東北大） 

b) 中居伸行（関西支部） 

b. シンポジスト： 

a) 松井徳雄（東京都） 

b) 弘岡秀明（東京都） 

c) 菅野太郎（東北大） 

(10)  臨床スキルアップセミナー 

「補綴歯科治療を進めるうえで知っておくべき咬合異常 －歯だけにとら

われない診かた考え方－」 

a. 座長： 

a) 松香芳三（徳島大） 

b) 武部 純（愛院大） 

b. 講師： 

a) 山口泰彦（北海道大） 

b) 松香芳三（徳島大） 

(11)  臨床リレーセッション 1（専門医研修単位認定セミナー） 

「咬合支持に起因する難症例への補綴学的アプローチ：Eichner の分類に応じ

た補綴介入」 

a. 座長： 

a) 大川周治（明海大） 

b) 築山能大（九州大） 

b. 講師： 
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a) 兒玉直紀（岡山大） 

b) 荻野洋一郎（九州大） 

c) 松田謙一（大阪大） 

(12)  臨床リレーセッション 2 

「温故知新 先人達に学ぶ －補綴で最も大切なものは何か－」 

a. 座長： 

a) 大久保力廣（鶴見大） 

b) 窪木拓男（岡山大） 

b. 講師： 

a) 田中久敏（中国・四国支部） 

b) 山下 敦（東関東支部） 

 (13)  臨床リレーセッション 3 

「CAD/CAM 冠 －術者目線の支台歯形成－」 

a. 座長： 

a) 五味治徳（日歯大） 

b) 中村隆志（大阪大） 

b. 講師： 

a) 西川義昌（鹿児島県） 

b) 六人部慶彦（関西支部） 

(14)  臨床リレーセッション 4 

「歯科技工士から補綴臨床医への提言 －臨床と技工の匠に学ぶ－」 

a. 座長： 

a) 末瀬一彦（大歯大） 

b) 佐藤洋平（鶴見大） 

b. 講師： 

a) 樋口鎮央（関西支部） 

b) 伊原啓祐（鶴見大） 

c) 木林博之（関西支部） 

d) 森田 誠（京都府） 

(15)  専門医研修会 

「デジタル技術を用いた歯冠修復の現状と未来」 

a. 座長： 

a) 鱒見進一（九歯大） 

b) 小川 匠（鶴見大） 

b. 講師： 

a) 佐藤博信（福歯大）  

b) 近藤尚知（岩手医大） 

c) 小川 匠（鶴見大） 
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 (16)  委員会セミナー（JPR 編集委員会） 

「Journal of Prosthodontic Research －現状と今後の展開－」 

a. 座長：馬場一美（昭和大） 

b. 講師： 

a) 馬場一美（昭和大） 

b) 細川隆司（九歯大） 

c) 江草 宏（東北大） 

(17)  委員会セミナー（研究企画推進委員会） 

「公益社団法人日本補綴歯科学会＆地方独立行政法人東京都健康長寿医療

センター共同研究 －高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康寿命に及

ぼす影響－ 研究成果公開シンポジウム」 

a. 座長： 

a) 矢谷博文（大阪大） 

b) 玉置勝司（神歯大） 

b. 講師： 

a) 小山絵理（岡山大）公募採択課題 

b) 前川賢治（岡山大）研究企画推進委員会提案課題 

(18)  歯科衛生士セッション 

「補綴のプロフェッショナルケアをアップデートする」 

a. 座長： 

a) 古屋純一（医歯大） 

b) 永尾 寛（徳島大） 

b. 講師： 

a) 小林明子（東京都） 

b) 二川浩樹（広島大） 

c) 寺本浩平（東京都） 

(19)  ハンズオンセミナー1 

「軟質材料を用いた義歯のリライン」 

a. 講師： 

a) 上田貴之（東歯大） 

b) 和田 健（東歯大） 

(20)  ハンズオンセミナー2 

「口腔内スキャナーの実践」 

a. 講師：疋田一洋（北医療大） 

(21)  ハンズオンセミナー3 

「ファイバーポストコアをマスターする」 

a. 講師：坪田有史（東京支部） 

(22)  ハンズオンセミナー4 
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「有床義歯咀嚼機能検査」 

a. 講師：志賀 博（日歯大） 

(23) イブニングセッション 1 

「接着歯学を活用した支台築造法の現状と未来 −ガイドライン作成とイノ

ベーション創出を目指して−」 

a. コーディネーター：峯 篤史（大阪大） 

b. 発表者 

a) 新谷明一（日歯大） 

b) 佐々木圭太（鶴見大） 

(24)  イブニングセッション 2 

     「iPS 細胞研究は歯科補綴学にどのように生かされるのか？」 

a. コーディネーター：黄地健仁（慶応大） 

b. 発表者 

a) 新部邦透（東北大） 

b) 大川博子（東北大） 

c) 帆足有理恵（昭和大） 

(25)  イブニングセッション 3 

     「ここにインプラントが欲しい！ −有床義歯へのインプラントの活用−」 

a. コーディネーター：金澤 学（医歯大） 

b. 発表者 

a) 佐藤洋平（鶴見大） 

b) 横山紗和子（昭和大） 

(26)  イブニングセッション 4 

 「Back to the basic －ゴシックアーチは本当に必要なのか？－」 

a. コーディネーター：兒玉直紀（岡山大） 

b. 発表者 

a) 松丸悠一（日大松戸） 

b) 熱田 生（九州大） 

(27)  イブニングセッション 5 

     「インプラント治療における光学印象の活用 −現状と今後の可能性−」 

a. コーディネーター：田中晋平（昭和大） 

b. 発表者 

a) 深澤翔太（岩手医大） 

b) 渡邊理平（東北・北海道支部） 

c) 高場雅之（昭和大） 

(28)  イブニングセッション 6 

 「インプラント治療と無歯顎患者の補綴治療」 

a. コーディネーター：永田浩司（医歯大） 
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b. 発表者 

a) 佐藤大輔（昭和大） 

b) 丸尾勝一郎（神歯大） 

c) 蛭田 賢（東京支部） 

(29) 市民フォーラム開催（P18 参照） 

 

2. 支部学術大会 

1) 東北・北海道支部 

(1) 日時：平成 29 年 10 月 28 日（土），29 日（日） 

(2) 場所：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム（仙台市） 

(3) 大会長：江草 宏（東北大） 

(4) 生涯学習公開セミナー開催（P11 参照） 

(5) 市民フォーラム開催（P19 参照） 

2) 関越支部 

(1) 日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 

(2) 場所：栃木県歯科医師会館（宇都宮市） 

(3) 大会長：宮下 均 先生（一般社団法人栃木県歯科医師会 会長） 

(4) 生涯学習公開セミナー開催（P11 参照） 

(5) 市民フォーラム開催（P19 参照） 

3) 東関東支部 

(1) 日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 

(2) 場所：浦和ロイヤルパインズホテル（さいたま市） 

(3) 大会長：大川周治（明海大） 

(4) 生涯学習公開セミナー開催（P12 参照） 

(5) 市民フォーラム開催（P19, 20 参照） 

4) 東京支部 

(1) 日時：平成 29 年 12 月 2 日（土），3 日（日） 

(2) 場所：東京歯科大学水道橋校舎（東京都千代田区） 

(3) 大会長：山下秀一郎（東歯大）  

(4) 生涯学習公開セミナー開催（P12 参照） 

(5) 市民フォーラム開催（P19 参照） 

5) 西関東支部 

(1) 日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 

(2) 場所：神奈川歯科大学附属新病院（横須賀市） 

(3) 大会長：木本克彦（神歯大） 

(4) 生涯学習公開セミナー開催（P12 参照） 

(5) 市民フォーラム開催（P19 参照） 

6) 東海支部 
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(1) 日時：平成 29 年 10 月 28 日（土），29 日（日） 

(2) 場所：愛知学院大学楠元学舎（名古屋市） 

(3) 大会長：武部 純（愛院大） 

(4) 生涯学習公開セミナー開催（P12 参照） 

(5) 市民フォーラム開催（P18 参照） 

7) 関西支部 

(1) 日時：平成 30 年 1 月 20 日（土），21 日（日） 

(2) 場所：京都府歯科医師会館（京都市） 

(3) 大会長：矢谷博文（大阪大） 

(4) 生涯学習公開セミナー開催（P12, 13 参照） 

(5) 市民フォーラム開催（P19 参照） 

8) 中国・四国支部 

(1) 日時：平成 29 年 8 月 26 日（土），27 日（日） 

(2) 場所：山口県歯科医師会館（山口市） 

(3) 大会長：小山茂幸（山口県歯科医師会 会長） 

(4) 生涯学習公開セミナー開催（P13 参照） 

(5) 県民フォーラム開催（P18 参照） 

9) 九州支部 

(1) 日時：平成 29 年 8 月 27 日（日） 

(2) 場所：鹿児島大学（鹿児島市） 

(3) 大会長：西村正宏（鹿児島大） 

(4) 生涯学習公開セミナー開催（P13 参照） 

(5)  市民フォーラム開催（P18 参照） 

 

III. 学会誌その他の刊行物の発行（定款第 5 条 2 号） 

1. 日本補綴歯科学会誌：4 回発行 

第 9 巻 2 号～第 10 巻 1 号 

2. Journal of Prosthodontic Research（JPR，英文誌）：4 回発行 

Vol. 61, No. 2～Vol. 62, No. 1 

3. 大会抄録集：1 回発行 

日本補綴歯科学会誌 第 9 巻 126 回特別号 

4. 会員向けニュースレター（Letter for Members）を 2 回（No. 60, 61）発行 

5. 会員向けメールマガジン（No. 81～130）を配信 

 

IV. 研究および調査の推進（定款第 5 条 3 号） 

1. 調査 

1） 地域在住高齢者包括健診における調査 

(1) 日時：平成 29 年 7 月 3 日（月）～７日（金） 
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(2) 場所：草津町保健センター（群馬県吾妻郡草津町） 

 

V. 研究業績等の表彰（定款第 5 条 4 号） 

1. 学会優秀論文賞 

1) 学会論文賞 

(1) 笛木賢治（医歯大） 

(2) 若林則幸（医歯大） 

(3) 隅田由香（医歯大） 

(4) 谷口 尚（医歯大） 

2) 奨励論文賞 

(1) 松﨑麻貴（九州大） 

(2) 鈴木啓之（医歯大） 

3) JPR Best Paper Award 

(1) Shariq Najeeb (University of Sheffield) 

(2) Muhammad S. Zafar (Taibah University) 

(3) 細木眞紀（徳島大） 

(4) 松香芳三（徳島大） 

2. 学会賞 

1) 学会特別功労賞 

(1) 石上友彦（名誉会員） 

(2) 祇園白信仁（名誉会員） 

(3) 前田芳信（名誉会員） 

(4) ロート製薬株式会社 

(5) ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ・ｺﾝｼｭｰﾏ・ﾍﾙｽｹｱ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 

(6) 株式会社アイキャスト 

2) 学術賞 

(1) 古谷野潔（九州大） 

(2) 矢谷博文（大阪大） 

3. 第 126 回公益社団法人日本補綴歯科学会学術大会課題口演賞 

1） 武川佳世（昭和大） 

2） 三浦賞子（東北大） 

3） 中里文香（岩手医大） 

4） 上柳安友子（医歯大） 

5） 冨田陽子（九州大） 

6） 國友雅義（岡山大） 

4. 第 126 回公益社団法人日本補綴歯科学会学術大会課題口演優秀賞 

1) 鈴木啓之（医歯大） 

2) 齋藤 翔（東北大） 
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3) 盛林昭仁（大阪大） 

5. 第 126 回公益社団法人日本補綴歯科学会学術大会優秀ポスター賞 

デンツプライシロナ賞 

1) 成松生枝（九州大） 

2) 清水 賢（鶴見大） 

3) 稲用友佳（医歯大） 

4) 黒嶋伸一郎（長崎大） 

5) 鈴木善貴（徳島大） 

6) 渡邉知恵（医歯大） 

カボデンタル賞 

1） 三野卓哉（岡山大） 

2） 岡本 信（中国・四国支部） 

 

VI. 関連学術団体との連絡及び協力（定款第 5 条 5 号） 

1. 日本歯科医学会 

1) 理事：市川哲雄 

2) 評議員：大川周治，志賀 博，馬場一美 

3) 予備評議員：大久保力廣，河相安彦，横山敦郎 

4) 学術研究委員会委員：馬場一美 

2. 日本歯科医師会 

1) 社会保険疑義事項検討委員会委員：佐藤裕二，田中昌博 

2) 保険適用検討委員会委員：鈴木哲也，田中昌博 

3. 日本学術会議  

1) 会員：古谷野 潔，市川哲雄 

4. 一般社団法人日本歯学系学会協議会 

1) 常任理事：矢谷博文 

5. 一般社団法人日本歯科医学会連合 

1) 理事：市川哲雄 

2) 会員代表者：大川周治 

6. 歯科再生医療推進ネットワーク協議会 

1) 代表者：江草 宏 

 

VII. 国際的な研究協力の推進（定款第 5 条 6 号） 

 海外の補綴歯科学会および関連学会との交流の促進，活動状況の会員への広報などを行った． 

1．アジア諸国の補綴歯科学会 

1） Chinese Prosthodontic Society (CPS)との交流 

2） Korean Academy of Prosthodontics (KAP)との交流 

3） JPS-CPS-KAP（日中韓合同補綴学会）への参加，運営 
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日中韓合同補綴学会学術大会（Wenzhou, China）へ招待演者を派遣した．役員会に出

席し，次年度学術大会（岡山）での日中韓ミニシンポジウムの開催要請を受けた． 

4） Indian Prosthodontic Society (IPS)との交流 

インド補綴歯科学会から派遣研究者の受け入れを行った． 

5） Asian Academy of Prosthodontics (AAP)の運営 

次年度学術大会（Kuala Lumpur, Malaysia）に向けた準備委員会に出席した．優秀発表

演題に対する JPS-Hiranuma Award の再開を提案し，承認された． 

2．International College of Prosthodontists (ICP)との交流について 

ICP 学術大会（Santiago, Chile）へ参加し，情報収集，意見交換を行った． 

3．The American Prosthodontic Society (APS)との交流 

4．European Prosthodontic Association (EPA)との交流 

    EPA 学術大会（Bucharest, Romania）へ招待演者を派遣し，意見交換を行った． 

5．Pacific Coast Society for Prosthodontics (PCSP)との交流 

PCSP 学術大会（Coeur d’Alene, USA）へ参加し，本会会員の招待講演が行われた．MoU に

基づき年度学術大会（岡山）への講師招聘に関する意見交換を行った． 

6．Greater New York Academy of Prosthodontics (GNYAP)との交流 

7．European Association for Osseointegration (EAO)との交流 

 

VIII. 歯科医療の向上の推進（定款第 5 条 7 号） 

生涯学習公開セミナーの開催 

1．東北・北海道支部 

1) 日時：平成29年10月29日（日） 

2) 場所：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム（仙台市） 

3) テーマ：「補綴主導型インプラント治療update」 

4) 座長：佐々木啓一 先生（東北大学） 

5) 講師：関根秀志 先生（奥羽大学） 

2．関越支部 

1) 日時：平成29年11月12日（日） 

2) 場所：新潟県歯科医師会館（新潟市） 

3) テーマ：「咬合が及ぼす影響」 

  講演1：「不定愁訴からオーラルフレイル」 

  講演2：「顎口腔機能から全身」 

4) 座長： 

  講演1：水橋 史（日歯大新潟） 

  講演2：佐藤利英（日歯大新潟） 

5) 講師 

講演1：藤澤政紀（明海大） 

講演2：池上龍朗（北九州市） 
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3．東関東支部 

1) 日時：平成30年2月25日（日） 

2) 場所：浦和ロイヤルパインズホテル（さいたま市） 

3) テーマ：「在宅医療における口腔機能管理のあり方」 

  講演1：「高齢者への咀嚼機能管理が果たす役割とは」 

  講演2：「摂食嚥下・口腔機能と歯科医療」 

4) 座長：大川周治（明海大） 

5) 講師： 

講演1：飯沼利光（日本大） 

講演2：大岡貴史（明海大） 

4．東京支部 

1) 日時：平成29年12月2日（土） 

2) 場所：東京歯科大学水道橋校舎（東京都千代田区） 

3) テーマ：「ワンランク上の接着 われない，はずれないCAD/CAMレ

ジン冠，オールセラミック冠」 

4) 座長：佐藤 亨（東歯大） 

5) 講師：冨士谷盛興（愛院大） 

5．西関東支部 

1) 日時：平成30年1月14日（日） 

2) 場所：神奈川歯科大学付属新病院（横須賀市） 

3) テーマ：『義歯内面には，柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン

材の正しい使い方―』 

4) 座長：大久保力廣（鶴見大学） 

5) 講師 

(1) 村田比呂司（長崎大） 

(2)  木本 統（日大松戸） 

6．東海支部 

1) 日時：平成29年10月29日（日） 

2) 場所：愛知学院大学楠元学舎（名古屋市） 

3) テーマ：「顎間関係の設定の基本：診察・検査から診断まで」 

4) 座長：中本哲自（松歯大） 

5) 講師： 

(1) 山本司将（東海支部） 

(2) 山下秀一郎（東歯大） 

7．関西支部 

1) 日時：平成30年1月21日（日） 

2) 場所：京都府歯科医師会館（京都市） 

3) テーマ：「ブラキシズム —今分かっていることとその対応法—」 
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4) 座長：矢谷博文（大阪大） 

5) 講師： 

(1) 加藤隆史（大阪大） 

(2) 藤澤政紀（明海大） 

        (3) 山口泰彦（北海道大） 

8．中国・四国支部 

1) 日時：平成29年8月27日（日） 

2) 場所：山口県歯科医師会館（山口市） 

3) テーマ：「知っているようで知らない最新補綴治療の問題点」 

4) 座長：河野文昭（徳島大） 

5) 講師： 

(1) 小川廣明（山口県） 

(2) 石田秀幸（広島県） 

9．九州支部 

1) 日時：平成29年8月27日（日） 

2) 場所：鹿児島大学 稲盛会館（鹿児島市） 

3) テーマ：「歯科の装置を再考する」 

  講演1：「嚥下補助装置について―歯科医師にしかできない摂食嚥下

障害へのアプローチ―」 

  講演2：「開窓術後に適用する栓塞子－設計，製作方法ならびに治療

成績について―」 

4) 座長：鱒見進一（九歯大） 

5) 講師： 

講演1：大野友久（国立長寿医療研究センター） 

講演2：村上 格（鹿児島大） 

 

IX. 補綴歯科専門医の認定等による専門知識と技術の普及振興（定款第 5 条 8 号） 

1. 専門医制度 

平成 17 年 8 月 7 日から専門医制度に移行し，専門医 1,212 名（うち指導医 722 名），指

定研修施設 102 か所（甲 80 施設，乙 22 施設）が認定されている（平成 30 年 3 月 31 日現

在）． 

なお，平成 17 年 8 月 8 日に施行された日本補綴歯科学会専門医制度について，日本歯

科医学会認定医・専門医制協議会での審議を経て，日本歯科医学会で「補綴歯科専門医」

を可とする決定を得た後，平成 18 年 1 月 24 日厚生労働省に正式に申請済である． 

2. 認定事業 

第 1 回専門医認定委員会（平成 29 年 4 月 14 日）において，新規専門医申請 14 名，専

門医更新申請 118 名，認定研修機関（甲）更新申請 1 機関，認定研修機関（乙）更新申請

1 機関を適格であると認定した．また，新規指導医申請 12 名，新規終身指導医申請 4 名を
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適格であると認定した．これらは平成 29 年度第 1 回定時理事会にて承認された．第 2 回

専門医認定委員会（平成 29 年 10 月 23 日）において，新規専門医申請 9 名，専門医更新

申請 206 名，認定研修機関（甲）更新申請 2 機関を適格であると認定した．また，新規指

導医申請 17 名，終身指導医申請 20 名，認定研修機関（乙）新規申請１機関について適格

であると認定した．これらは平成 29 年度第 4 回臨時理事会にて承認された． 

3. 専門医申請ケースプレゼンテーション：33 題 

1) 第 126 回学術大会：7 題 

2) 東北・北海支部学術大会：3 題 

3) 関越支部学術大会：3 題 

4) 東関東支部学術大会：6 題 

5) 東京支部学術大会：2 題 

6) 西関東支部学術大会：なし 

7) 東海支部学術大会：7 題 

8) 関西支部学術大会：2 題 

9) 中国・四国支部学術大会：3 題 

10) 九州支部学術大会：なし 

4. 専門医多肢選択式筆記試験の実施 

 平成 29 年度専門医多肢選択式筆記試験を，平成 29 年 6 月 30 日（金）に日石横浜ホー

ルにて実施した．試験は 92 名が受験して 86 名が合格し，合格率は 93％であった． 

5. 専門医症例論文 

平成 29 年度において，専門医症例報告論文の 14 編が査読対象となった． 

6. 平成 29 年度専門医研修会の開催 

1) 第 126 回学術大会における専門医研修認定セミナー 

(1) 臨床リレーセッション 1（専門医研修単位認定セミナー） 

「咬合支持に起因する難症例への補綴学的アプローチ：Eichner の分類に応じた

補綴介入」 

a. 座長： 

a)  大川周治（明海大） 

b)  築山能大（九州大） 

b. 講師： 

  a) 兒玉直紀（岡山大） 

  b) 荻野洋一郎（九州大） 

  c) 松田謙一（大阪大） 

 (2) 専門医研修単位認定セミナー 

   「デジタル技術を用いた歯冠修復の現状と未来」 

   a.  座長： 

a)  鱒見進一（九歯大） 

b)  小川 匠（鶴見大） 
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   b.  講師： 

     a) 佐藤博信（福歯大） 

     b) 近藤尚知（岩手医大） 

     c) 小川 匠（鶴見大） 

 

2) 第 3 回補綴歯科臨床研鑽会 プロソ ’17 

(1) テーマ「デジタル化による補綴治療の新しい潮流」 

(2) 会期：平成 29 年（2017 年）12 月 17 日（日） 

(3) 場所：大阪国際会議場（大阪市） 

(4) 大会長：末瀬一彦（大歯大） 

(5) 参加者数：233 名 

(6) 学術企画 

a. シンポジウム 1 

「クラウンブリッジにおけるデジタルデンティストリーの活用」 

a) 座長 

 (a) 河相安彦（日大松戸） 

 (b) 田中昌博（大歯大） 

b) 講師： 

 (a) 伴 清治（愛院大） 

 (b) 小池軍平（横須賀市開業） 

 (c) 新谷明一（日歯大） 

 (d) 田邊憲昌（岩手医大） 

 (e) 井川知子（鶴見大） 

 (f) 上村江美（昭和大） 

b. シンポジウム 2 

        「インプラント治療におけるデジタルデンティストリーの活用」 

a) 座長 

 (a) 馬場一美（昭和大） 

 (b) 矢谷博文（大阪大） 

b) 講師： 

 (a) 正木千尋（九歯大） 

 (b) 千葉豊和（東北・北海道支部） 

 (c) 中野 環（大阪大） 

 (d) 丸尾勝一郎（神歯大） 

(e) 今 一裕（医歯大） 

(f ) 横山紗和子（東京支部） 

 

3) 各支部における専門医研修会 
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 (1) 東北・北海道支部 

a. 日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 

b. 場所：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム（仙台市） 

c. テーマ：「デジタル・歯冠修復材料 update」 

d. 座長：近藤尚知（岩手医大） 

e. 講師： 

a) 峯 篤史（大阪大） 

b) 疋田一洋（北医療大） 

c) 馬場一美（昭和大） 

(2) 関越支部 

a. 日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 

b. 場所：栃木県歯科医師会館（宇都宮市） 

c. テーマ：「在宅歯科医療における補綴治療の実際」 

d. 座長：小出 馨（日歯大新潟） 

e. 講師： 

a) 白野美和（日歯大新潟） 

b) 柏瀬昌史（栃木県歯科医師会 理事） 

(3) 東関東支部 

a. 日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 

b. 場所：浦和ロイヤルパインズホテル（さいたま市） 

c. テーマ：「補綴治療の症型分類を理解する」 

d. 座長：藤澤政紀（明海大） 

e. 講師： 

a) 市川哲雄（徳島大） 

b) 窪木拓男（岡山大） 

(4) 東京支部 

a. 日時：平成 29 年 12 月 3 日（日） 

b. 場所：東京歯科大学水道橋校舎（東京都千代田区） 

c. テーマ： 

  a)  インプラントオーバーデンチャーに必要なパーシャルデンチャ

ーの基本 

   b)  生体にやさしいチタン合金開発と加工技術の最前線 

d. 座長：山下秀一郎（東歯大） 

e. 講師： 

a) 藤関雅嗣（東歯大） 

      b) 服部雅之（東歯大） 

(5) 西関東支部 

a. 日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 
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b. 場所：神奈川歯科大学付属新病院（横須賀市） 

c. テーマ：「補綴装置の耐久性向上を目指して」 

d. 座長：井野 智（神歯大） 

e. 講師： 

a) 二瓶智太郎（神歯大） 

b) 二階堂 徹（医歯大） 

(6) 東海支部 

a. 日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 

b. 場所：愛知学院大学楠元学舎（名古屋市） 

c. テーマ：「無歯顎補綴治療の基本：臨床に役立つ全部床義歯のポイン

ト」 

d. 座長：都尾元宣（朝日大） 

e. 講師 

a) 黒岩昭弘（松歯大） 

b) 藤原 周（朝日大） 

 (7) 関西支部 

a. 日時：平成 30 年 3 月 11 日（日） 

b. 場所：大阪大学中之島センター（大阪市） 

c. テーマ：「術後管理から考えるインプラント治療」 

d. 座長：矢谷博文（大阪大） 

e. 講師 

a) 関根秀志（奥羽大） 

b) 荻原芳幸（日本大） 

(8) 中国・四国支部 

a. 日時：平成 29 年 8 月 27 日（日） 

b. 場所：山口県歯科医師会館（山口市） 

c. テーマ：「CAD/CAM 補綴の現況と展望」 

d. 座長：二川浩樹（広島大） 

e. 講師 

a) 疋田一洋（北医療大） 

b) 峯 篤史（大阪大） 

(9) 九州支部 

a. 日時：平成 30 年 3 月 4 日（日） 

b. 場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ（鹿児島市） 

c. テーマ：「顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす」 

d. 座長：南 弘之（鹿児島大） 

e. 講師 

a) 鱒見進一（九歯大） 
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b) 皆木省吾（岡山大） 

 

X. その他この法人の目的を達成するために必要な事業（定款第 5 条 9 号） 

1. 市民フォーラムの開催 

平成 29 年度は，市民フォーラムと県民フォーラムを学会主催として，併せて 10 件開催し

た． 

1) 平成 29 年 7 月 1 日（土） 

(1) 場所：クイーンズスクエア横浜（横浜市） 

(2) 主催：（公社）日本補綴歯科学会 

(3) テーマ：「健康長寿の秘訣！－噛み合わせ・咀嚼・栄養の大切さ－」 

(4) 座長： 

a. 松山美和（徳島大） 

b. 武部 純（愛院大） 

(5) 講師 

a. 津賀一弘（広島大） 

b. 菊谷 武（日歯大） 

2) 平成 29 年 8 月 26 日（土） 

(1) 場所：山口県歯科医師会館（山口市） 

(2) 主催：（公社）日本補綴歯科学会 中国・四国支部 

(3) テーマ：「在宅医療における口腔機能管理～食べるを支える」 

(4) 座長：小山茂幸（山口県） 

(5) 講師： 

  a. 津賀一弘（広島大） 

  b. 菊谷 武（日歯大） 

3) 平成 29 年 8 月 27 日（日） 

(1) 場所：鹿児島大学 学習交流プラザ 学習交流ホール（鹿児島市） 

(2) 主催：（公社）日本補綴歯科学会 九州支部 

(3) テーマ：「健康長寿社会における歯と全身の健康」 

(4) 座長：鳥巣哲朗（長崎大） 

(5)  講師：南 弘之（鹿児島大） 

4)  平成 29 年 10 月 28 日（土） 

(1) 場所：愛知学院大学楠元学舎（名古屋市） 

(2) 主催：（公社）日本補綴歯科学会 東海支部 

(3) テーマ：「在宅医療における口腔健康管理」 

(4) 座長：服部正巳（愛院大） 

(5) 講師： 

  a. 杉本太造（愛院大） 

  b. 冨田健嗣（愛知県歯科医師会） 
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5)  平成 29 年 10 月 28 日（土） 

(1) 場所：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム（仙台市） 

(2) 主催：（公社）日本補綴歯科学会 東北・北海道支部 

(3) テーマ：「よく寝，よく食べ健康長寿」 

(4) 座長：横山敦郎（北海道大） 

(5)  講師： 

a. 服部佳功（東北大） 

b. 小川 徹（東北大） 

6)  平成 29 年 10 月 28 日（土） 

(1) 場所：神奈川歯科大学附属横浜研修センター（横浜市） 

(2) 主催：（公社）日本補綴歯科学会 西関東支部 

(3) テーマ：「お口の健康状態と内科疾患とのかかわり」 

(4) 座長：井野 智（神歯大） 

(5) 講師：  

a. 井野 智（神歯大） 

b. 米田正人（横浜市立大） 

7) 平成 29 年 11 月 11 日（土） 

(1) 場所：弁天町 ORC200 生涯学習センター（大阪市） 

(2) 主催：（公社）日本補綴歯科学会 関西支部 

(3) テーマ：「お口と足の健康いつまでも」 

(4) 座長：中村隆志（大阪大） 

(5) 講師：権田友也（大阪大） 

8) 平成 29 年 12 月 2 日（土）  

(1) 場所：東京歯科大学水道橋校舎（東京都千代田区） 

(2) 主催：（公社）日本補綴歯科学会 東京支部 

(3) テーマ：「美味しく食べて目指せ健康長寿」 

(4) 座長：山下秀一郎（東歯大） 

(5) 講師：大平真理子（東歯大） 

9) 平成 30 年 1 月 20 日（土）  

(1) 場所：とちぎ歯の健康センター（宇都宮市） 

(2) 主催：（公社）日本補綴歯科学会 関越支部 

(3)  共催：新潟県歯科医師会，栃木県歯科医師会 

(4) テーマ：「歯と健康」 

(5)  座長：黒川裕臣（日歯大新潟） 

(6) 講師： 

a. 嶋 均三（方言作家） 

b. 上田一彦（日歯大新潟） 

10) 平成 30 年 2 月 25 日（日）  
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(1) 場所：浦和ロイヤルパインズホテル（さいたま市） 

(2) 主催：（公社）日本補綴歯科学会 東関東支部 

(3)  後援：埼玉県歯科医師会 

(4) テーマ：「咀嚼は脳を活性化する．」 

(5)  座長：小見山 道（日大松戸） 

(6) 講師：川良美佐雄（日大松戸） 

 

XI. 総会（定款第 21 条） 

1． 定時総会：平成 29 年 6 月 30 日（金） 

開催場所：神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１−１ 

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 

議事の経過の要領およびその結果 

【報告事項】 

平成 28 年度事業報告の件 

議長の指名により，川良常務理事から，別紙資料「平成 28 年度事業報告書」に基づき，当

法人の平成 28 年度における事業報告が行われた．  

【決議事項】 

第 1 号議案 平成 28 年度計算書類（貨借対照表および正味財産増減計算書）および財産目録

の件 

議長の指名により，櫻井常務理事から，別紙資料 「計算書類（貸借対照表および正味財産

増減計算書）および財産目録」に基づき，平成 28 年度における賃借対照表，正味財産増減計

算書等の説明があった． 

これを受けて小宮山監事から，別紙資料「監査報告書」に基づき，この事業報告および決算

書類には前年度の状況が正確に記載されており，適正である旨の説明があり，議長がその承認

を求めたところ，満場異議なく承認可決された．  

第 2 号議案 名誉会員推薦の件 

議長の指名により，川良常務理事から，別紙資料 「名誉会員推薦書およびご略歴」に基づ

き，関越支部の小林 博会員，東京支部の石上友彦代議員，東京支部の祇園白信仁代議員，東

海支部の山内六男代議員，関西支部の前田芳信代議員に関する名誉会員の推薦書および略歴等

の説明があった． 

次いで，議長が，小林 博会員，石上友彦代議員，祇園白信仁代議員，山内六男代議員，前

田芳信代議員を名誉会員へ推薦したい旨の承認を求めたところ，賛成多数をもって承認された．

第 3 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名の件 

議長の指名により，川良常務理事から，別紙資料 「2 年以上の会費未納者一覧」に基づき，

平成 29 年 3 月末日における 2 年以上の会費未納者に対する除名の説明があった． 

次いで，議長が 2 年以上の会費未納者に対して除名したい旨の承認を求めたところ，賛成多

数をもって承認された． 

第 4 号議案 第 128 回学術大会の大会長選任の件 



2 1  

 

議長の指名により，川良常務理事から，平成 28 年度第 2 回臨時理事会にて，第 128 回学術

大会の開催は，横山敦郎代議員（北海道大）が大会長として承認された旨が報告された． 

次いで，議長が第 128 回学術大会の開催は，横山敦郎代議員を大会長として開催したい旨の

承認を求めたところ，賛成多数をもって承認された． 

第 5 号議案 理事選任に関する件 

議長は，現職理事の任期満了に伴い，その後任者を選任する必要がある旨を述べ，その選任

方法を諮ったところ，出席社員中から「議長一任」との発言があり，議長はその可否を会議に

諮ったところ，満場一致で承認された． 

次いで，議長は次に掲げる 20 名を理事候補者に指名し，各候補者それぞれについて，後任

の理事として選任したい旨を述べ，順にその賛否を問うたところ，満場一致をもって承認され

た． 

なお，被選任者は，全員その就任を承諾した． 

理事 市川哲雄，大川周治，大久保力廣，小野高裕，河相安彦， 

窪木拓男，越野 寿，澤瀬 隆，志賀 博，高橋 裕， 

武部 純，田中昌博，津賀一弘，西村正宏，服部佳功， 

馬場一美，細川隆司，水口俊介，山口泰彦，横山敦郎 

第 6 号議案 監事選任に関する件 

議長は，現職監事の任期満了に伴い，その後任者を選任する必要がある旨を述べ，その選任

方法を諮ったところ，出席社員中から「議長一任」との発言があり，議長はその可否を会議に

諮ったところ，満場一致で承認された． 

次いで，議長は次に掲げる 2 名を監事候補者に指名し，各候補者それぞれについて，後任の

監事として選任したい旨を述べ，順にその賛否を問うたところ，満場一致をもって承認された． 

なお，被選任者は，全員その就任を承諾した． 

監事 櫻井 薫，山森徹雄 

 

XII. 理事会（定款第 40 条） 

1. 第 1 回定時理事会：平成 29 年 5 月 26 日（金） 

開催場所：東京都港区新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 3 階 

公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局 会議室 

【議案の審議状況および議決結果等】 

第 1 号議案 平成 28 年度事業報告の承認に関する件 

議長の求めに応じ，川良常務理事から平成 28 年度事業報告について別紙資料に基づき詳細説

明がなされた．これを受けて小宮山監事から，この事業報告には前年度の状況が正確に記載され

ており適正である旨の説明がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第 2 号議案 平成 28 年度計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）および附属明細書

ならびに財産目録の承認に関する件 

議長の求めに応じ，櫻井副理事長から平成 28 年度計算書類（貸借対照表および正味財産増減
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計算書）および附属明細書ならびに財産目録について別紙資料に基づき詳細説明がなされた．こ

れを受けて小宮山監事から，この計算書類，附属明細書ならびに財産目録には前年度の状況が正

確に記載されており適正である旨の説明がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第 3 号議案 平成 29 年度定時総会（6 月 30 日開催）召集に関する件 

議長の求めに応じ，川良常務理事から別紙資料に基づき，平成 29 年度定時総会を次の通り開

催したい旨が提案された． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

1) 開催日時：平成 29 年 6 月 30 日（金）13：30～16：00 

2) 開催場所：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 1F パール 

3) 議案 

第 1 号議案 平成 28 年度計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）および財

産目録承認の承認に関する件 

第 2 号議案 名誉会員推薦に関する件 

第 3 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件 

第 4 号議案 第 128 回学術大会大会長選任の件 

第 5 号議案 理事選任に関する件 

第 6 号議案 監事選任に関する件 

第 4 号議案 新入会員に関する件 

議長の求めに応じ，川良常務理事から定款第 7 条の規定により，平成 29 年 3 月 22 日から平成

29 年 5 月 23 日までの正会員 167 名，準会員 9 名の入会者について別紙資料に基づき承認したい

旨の提案がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第 5 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件 

議長の求めに応じ，川良常務理事から別紙資料に基づき，定款 11 条の「会費を継続して 2 年

以上滞納したとき，総会の決議を経て，理事長が除名することができる．」に従い，2 年以上滞納

している会員 155 名に対して，平成 29 年 6 月 30 日付けで除名する旨の提案がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第 6 号議案 名誉会員推薦に関する件 

議長の求めに応じ，川良常務理事から別紙資料に基づき，名誉会員推薦規則第 4 条の規定によ

り，関越支部の小林 博会員を名誉会員に推薦したい旨の提案がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第 7 号議案 新規指導医承認に関する件 

議長の求めに応じ，横山理事から専門医制度規則第 9 条の規定により，平成 29 年 4 月 14 日開

催の平成 29年度第 1回専門医認定委員会において適格とされた 12名の新規指導医について別紙

資料に基づき承認したい旨の説明がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第 8 号議案 新規終身指導医承認に関する件 
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議長の求めに応じ，横山理事から専門医制度施行細則第 11 条の規定により，平成 29 年 4 月 14

日開催の平成 29 年度第 1 回専門医認定委員会において適格とされた 4 名の新規終身指導医につ

いて別紙資料に基づき承認したい旨の説明がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第 9 号議案 専門医認定委員会の支部選出委員承認に関する件 

議長の求めに応じ，横山理事から専門医認定委員会規程第 3 条の規定により，別紙資料を基に，

専門医認定委員会支部選出委員として，下記の通り各支部から推薦された平成 29 年度支部選出

専門医認定委員会委員を承認したい旨の提案がなされた． 

関越支部    黒川裕臣 

東関東支部  木本 統 

東京支部    笛木賢治 

西関東支部  井野 智 

関西支部   石垣尚一 

九州支部   細川隆司 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．  

【報告事項】 

1）代表理事および業務執行理事の職務執行状況の報告の件 

理事長，副理事長および常務理事からそれぞれ自己の職務の執行状況の報告がなされた． 

松村理事長より日本歯科医学会理事として当会より市川哲雄副理事長を指名した旨の報告がなさ

れた．櫻井副理事長（財務担当）から寄附金取扱規則第 6 条の規定により，別紙資料を基に，1 件

の寄附金があり理事長が承認した旨の説明がなされた． 

 

2. 第 1 回臨時理事会：平成 29 年 6 月 30 日（金） 

開催場所：神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１−１ 

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル パール 

【議案の審議状況および議決結果等】 

第 1 号議案 公益法人の事業報告等に関する定期提出書類承認に関する件 

議長から，公益法人の事業報告等に関する定期提出書類に関する件について，別紙資料に基づ

き，各項目に関する説明がなされた．当該書類の提出につき承認願いたい旨，および軽微な文言

の修正等については事務局に一任願いたい旨が諮られた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第 2 号議案 新入会員に関する件 

議長の求めに応じ，川良常務理事から定款第 7 条の規定により，平成 29 年 5 月 24 日から平成

29 年 6 月 23 日までの正会員 5 名，準会員 1 名の入会者について別紙資料に基づき承認したい旨

の提案がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

【報告事項】 

1）代表理事および業務執行理事の職務執行状況の報告の件 
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理事長，副理事長および常務理事からそれぞれ自己の職務の執行状況の報告がなされた． 

 

3. 第 2 回臨時理事会：平成 29 年 6 月 30 日（金） 

開催場所：神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１−１ 

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル パール  

【議案の審議状況および議決結果等】 

第 1 号議案 理事長選定の件 

議長から定款第 31 条第 2 項および役員選任規程第 2 条に基づき，市川理事を理事長として選

定したい旨の説明がなされた． 

  審議の結果，出席理事全員一致にて承認した． 

続いて，横山理事より，以後の議事については，定款第 43 条第 1 項の規定により，理事長が

議長となることが説明され，各理事から異議が述べられなかったため，以後は市川理事長が議長

を務めた． 

 第 2 号議案  副理事長選定の件 

議長から定款第 31 条および役員選任規程第 3 条に基づき，大川理事，志賀理事を副理事長と

して選定したい旨の説明がなされた． 

  審議の結果，出席理事全員一致にて承認した． 

 第 3 号議案  常務理事選定の件 

議長から定款第 31 条および役員選任規程第 4 条に基づき，横山理事，馬場理事を常務理事と

して選定したい旨の説明がなされた． 

  審議の結果，出席理事全員一致にて承認した． 

 第 4 号議案  委員長，委員，幹事の委嘱の件 

  議長から役員等の会務担当規程第 3，4 および 6 条に基づき，委員長，委員，幹事を委嘱した

い旨の説明がなされた． 

  審議の結果，出席者理事全員一致で承認した． 

  第 5 号議案  規程集改正の件 

  議長から別紙資料に基づき，規程集における以下の規則の改正を行いたい旨の説明がなされた． 

   表彰関連経費規則【改正】 

審議の結果，原案通り出席者理事全員一致で承認した． 

【報告事項】 

1)  代表理事・業務執行理事の職務執行状況についてとくに報告事項はなかった． 

2) その他 

大川副理事長から，今後検討している規程制定および改正に関する基本方針について説明と報告

がなされた． 

 

4. 第 3 回臨時理事会：平成 29 年 7 月 31 日（月） 

開催場所：東京都港区新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 3 階 

公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局 会議室  
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【議案の審議状況および議決結果等】 

第 1 号議案 規程集改正について 

議長から，別紙資料に基づき，規程集における以下の規程の改正ならびに制定を行いたい旨の

説明がなされた．  

   役員等の会務担当規程【改正】 

   専門医制度委員会規程【改正】 

運営に係わる顕彰規則【改正】 

講演等に係わる謝礼等に関する規則【改正】 

専門医制度施行細則【改正】 

特命委員会規程【制定】 

プロソ実施要項【制定】 

審議の結果，原案通り出席者理事全員一致で承認した． 

第 2 号議案 プロソ’17 の大会長選任について 

議長から，プロソ実施要項の制定に基づき，プロソ’17 の大会長に末瀬一彦代議員（大歯大）

を推薦したい旨の説明がなされた． 

審議の結果，出席者理事全員一致で承認した． 

第 3 号議案 理事長幹事の委嘱について 

議長から，役員等の会務担当規程の改正に基づき，横山正起代議員（日歯大），飯田 崇前総

務幹事（日大松戸）に理事長幹事の委嘱を 6 月 30 日付（遡及）で行いたい旨の説明がなされた 

審議の結果，出席者理事全員一致で承認した． 

【報告事項】 

1) 代表理事・業務執行理事の職務執行状況について 

代表理事から，次年度プロソ’18 の大会長選任について，10 月開催予定の臨時理事会で議案とし

たい旨の報告がなされた．副理事長両名，常務理事両名からは，特に報告事項はない旨の報告がな

された． 

2）第 126 回学術大会の寄附について 

櫻井監事から，第 126 回学術大会の寄附の報告，すなわち寄附金取扱規則第６条 執行の件（財

務担当理事は，寄附金の受入状況および使用状況について，少なくとも年２回または必要に応じて

理事会に報告しなければならない．）についての質問があり，水口財担当理事より，12 月の理事会

にて他の寄附を含めて報告する旨の回答がなされた． 

 

5. 第 4 回臨時理事会：平成 29 年 12 月 15 日（金） 

開催場所：東京都港区新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 3 階 

公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局 会議室  

【議案の審議状況および議決結果等】 

第 1 号議案 新入会員承認の件 

議長から，定款第 7 条の規定により，平成 29 年 6 月 24 日から平成 29 年 11 月 30 日までの正

会員 35 名，準会員 1 名の入会者について別紙資料に基づき承認したい旨の提案がなされた． 
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審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第 2 号議案 優秀論文賞推薦委員会設置の件 

議長から，表彰制度規程第 3 条の規定により，優秀論文賞推薦委員会を設置したい旨の提案が

なされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．その後，大川周治副理事長，志賀 博

副理事長，大久保力廣理事，松村英雄代議員（日本大），馬場一美常務理事，古谷野 潔代議員

（九州大）を優秀論文賞推薦委員に任命することを出席理事全員一致にて承認した． 

第 3 号議案 学会賞推薦委員会設置の件 

議長から，表彰制度規程第 3 条の規定により，学会特別功労賞推薦委員会を設置したい旨の提

案がなされた．  

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した．その後，志賀 博副理事長，大川周治

副理事長，水口俊介理事，馬場一美常務理事，大久保力廣理事，佐々木啓一代議員（東北大）を

学会特別功労賞推薦委員に任命することを出席理事全員一致にて承認した． 

第 4 号議案 新規認定研修機関承認の件 

議長から，専門医制度規則第 5 条の規定により，平成 29 年 10 月 23 日開催の平成 29 年度第 2

回専門医認定委員会において適格とされた 1 件の新規認定研修機関（乙）について別紙資料に基

づき承認したい旨の説明がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第 5 号議案 新規指導医申請者承認の件 

議長から，専門医制度規則第 9 条の規定により，平成 29 年 10 月 23 日開催の平成 29 年度第 2

回専門医認定委員会において適格とされた 17 名の新規指導医について別紙資料に基づき承認し

たい旨の説明がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第 6 号議案 新規終身指導医承認の件 

議長から，専門医制度施行細則第 11 条の規定により，平成 29 年 10 月 23 日開催の平成 29 年

度第 2 回専門医認定委員会において適格とされた 20 名の新規終身指導医について別紙資料に基

づき承認したい旨の説明がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第 7 号議案 第 129 回学術大会の大会長選任の件 

議長から，別紙資料に基づき，過去に開催された学術大会および今後予定されている学術大会

の大会長および場所についての説明がなされた．続いて，学術大会実施要項第 2 条の規定により，

公益社団法人日本補綴歯科学会第 129 回学術大会の開催は古谷野 潔代議員（九州大）を大会長

として開催予定としたい旨の提案がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第 8 号議案 プロソ’18 の大会長選任について 

議長から，プロソ実施要項第 2 条の規定により，プロソ’18 の大会長に渡邉文彦代議員（日歯

大新潟）を推薦したい旨の説明がなされた． 

審議の結果，出席者理事全員一致で承認した． 
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第 9 号議案 規程集改正の件 

議長から，規程集における以下の規程の一部改正について別紙資料に基づき承認したい旨の説

明がなされた． 

専門医制度委員会規程【一部改正】 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

【報告事項】 

1）代表理事・業務執行理事の職務執行状況について 

理事長から，一般社団法人日本歯学会系学会協議会の次期理事候補者推薦依頼に対して，大川副

理事長を推薦した旨，および歯科専門医機構（仮称）についての現況についての報告がなされた．

そのほかの業務執行理事からは，特に報告事項はない旨の報告がなされた． 

2）寄附金受入状況について 

水口財務担当理事から，寄附金取扱規則第 6 条の規定により，別紙資料を基に，平成 29 年 4 月

3 日～平成 29 年 11 月 13 日までのところ，12 件の寄附金があり理事長が承認した旨の報告がなさ

れた． 

 

6. 第 2 回定時理事会：平成 30 年 3 月 26 日（月） 

開催場所： 東京都港区新橋 5 丁目 13 番 5 号 新橋 MCV ビル 3 階 

公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局 会議室 

【議案の審議状況および議決結果等】 

第1号議案 事務局職員の任免に関する件 

議長から，定款第 38 条の規定により，平成 30 年 3 月 31 日付で瀬口邦夫氏を事務局長から免

じ，平成 30 年 4 月 1 日付で横山敦郎氏を事務局長代理に任ずる旨の提案がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第2号議案 平成 30 年度事業計画に関する件 

議長から，定款第 53 条の規定により，平成 30 年度事業計画について別紙資料に基づき詳細説

明がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第3号議案 平成 30 年度収支予算・資金調達及び設備投資の見込み書類に関する件 

議長の求めに応じ，水口財務担当理事から定款第 53 条の規定により，平成 30 年度収支予算に

ついて別紙資料に基づき詳細説明がなされた． 

櫻井監事と山森監事より，今後の予算の立て方については，慎重に検討する必要があるのでは

ないかとの意見があった． 

審議の結果，来年度の学会運用においては，緊縮することを条件に，原案通り出席理事全員一

致にて承認した． 

第4号議案 新入会員に関する件 

議長から，定款第 7 条の規定により，平成 29 年 12 月 1 日から平成 30 年 2 月 28 日までの正会

員 26 名，準会員 7 名の入会者について別紙資料に基づき承認したい旨の提案がなされた． 

審議の結果，正会員 26 名，準会員 7 名の入会者について，出席理事全員一致にて承認した． 
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第5号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件 

議長から，別紙資料に基づき，定款 11 条の「会費を継続して 2 年以上滞納したとき，総会の

決議を経て，理事長が除名することができる．」にしたがい，2 年以上滞納している会員に対し

て，既に文書による通告を行っており，平成 29 年度末（平成 30 年 3 月 31 日）までに会費納入

が行われない場合は，平成 30 年 6 月 15 日付けで除名する旨の提案がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第6号議案 名誉会員推薦に関する件 

議長から，別紙資料に基づき，名誉会員推薦規則第 4 条の規定により，東京支部の谷口 尚代

議員，東海支部の服部正巳代議員，東海支部の鷹股哲也会員を名誉会員に推薦したい旨の提案が

なされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

第7号議案 平成 29 年度学会賞推薦に関する件 

議長から，表彰制度規程第 16 条の規定により，平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会の

学会特別功労賞および学術賞の推薦について，別紙資料を基に，学会特別功労賞には以下に記載

する 3 名と 3 社，学術賞には以下に記載する 2 名のそれぞれ推薦があり，審議したい旨の提案が

なされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

また，学会特別功労賞および学術賞の授賞式は，第 127 回学術大会時に執り行うことが確認さ

れた． 

        学会特別功労賞 

石上友彦 名誉会員 

祇園白信仁 名誉会員 

前田芳信 名誉会員 

ロート製薬株式会社 

ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ・ｺﾝｼｭｰﾏ・ﾍﾙｽｹｱ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 

株式会社アイキャスト 

学術賞 

          古谷野潔 会員 

          矢谷博文 会員 

第8号議案 平成 29 年度優秀論文賞の受賞者推薦に関する件 

議長から，表彰制度規程第 24 条の規定により，優秀論文賞等の受賞者の推薦について，別紙

資料を基に，以下に記載する学会論文賞候補者 2 件 4 名，奨励論文賞候補者 2 名，JPR Best Paper 

Award Review Article 部門候補者 2 名，JPR Best Paper Award Original Article 部門候補者 2 名（敬称

略）の推薦があり，審議したい旨の提案がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

また，優秀論文賞等の授賞式は，第 127 回学術大会時に執り行うことが確認された． 

学会論文賞（2 件 4 名） 

笛木賢治（医歯大） 
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若林則幸（医歯大） 

隅田由香（医歯大） 

谷口 尚（医歯大） 

奨励論文賞（2 名） 

松﨑麻貴（九州大） 

鈴木啓之（医歯大） 

JPR Best Paper Award Review Article 部門（1 件 2 名） 

Shariq Najeeb (University of Sheffield) 

Muhammad S. Zafar (Taibah University) 

JPR Best Paper Award Original Article 部門（1 件 2 名） 

Maki Hosoki (Tokushima University) 

Yoshizo Matsuka (Tokushima University) 

第9号議案 プロソ’19 の大会長選任に関する件 

議長から，プロソ実施要項第 2 条の規定により，プロソ’19 の大会長に黒岩昭弘代議員（松歯

大）を推薦したい旨の説明がなされた．日時と場所については，2019 年の 12 月 1 日あるいは 12

月 8 日，東京での開催を予定している旨の説明が追加された． 

審議の結果，出席者理事全員一致で承認した． 

第10号議案 規程集改正に関する件 

議長から，規程集における以下の規程の改正について別紙資料に基づき承認したい旨の説明が

なされた． 

公益社団法人日本補綴歯科学会 補綴歯科臨床研鑽会プロソ実施要項【一部改正】 

審議の結果，出席理事全員一致で承認した． 

第11号議案 委員会幹事の解嘱および委嘱に関する件 

議長から，社会連携委員会規程第 3 条の規定により，社会連携委員会幹事について，現幹事の

解嘱および別紙資料に基づき齋藤 彰会員を後任の幹事として委嘱したい旨の説明がなされた． 

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した． 

【報告事項】 

1) 代表理事・業務執行理事の職務執行状況について 

代表理事・業務執行理事から，特に報告事項はない旨の報告がなされた． 

2) 平成 29 年度寄附金受入状況について 

水口理事から，寄附金取扱規則第 6 条の規定により，別紙資料を基に，平成 29 年 4 月 3 日

～平成 30 年 2 月 28 日までのところ，13 件の寄附金があり理事長が承認した旨の報告がなさ

れた． 

3) 西関東支部規則の改正について 

   武部理事から，西関東支部規則第 11 条の規定により，別紙資料を基に，西関東支部から支

部規則の一部改正についての発議がなされ，規程検討委員会での協議を経て，西関東支部総会

での承認が得られた旨の報告がなされた． 
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XIII. 委員会活動（定款第 5 条） 

1. 委員長会：平成 29 年度に 7 回開催 

2. 常設委員会 

学術委員会，編集委員会，財務委員会，広報委員会，医療問題検討委員会，診療ガイドラ

イン委員会，教育問題検討委員会，専門医制度委員会，専門医認定委員会，社会連携委員会，

国際渉外委員会，規程検討委員会，用語検討委員会，研究企画推進委員会，特命委員会 1，

特命委員会 2，JPR 編集委員会，倫理審査委員会，利益相反委員会，特別功労賞推薦委員会，

優秀論文賞推薦委員会を開催した． 

 

XIV. 会員数（平成 30 年 3 月 31 日現在）（定款第 6 条） 

1. 正会員  6,539 名 

2. 準会員   141 名 

3. 法人会員      39 社   

4. 名誉会員      84 名 

会員数合計：  6,803 名 

 

XV. 雑誌寄贈先 

1. 国内 95 団体 

 


