
一般社団法人 日本老年歯科医学会 2020 年度定時社員総会議事次第 

 

日時：2020 年 6 月 20 日（土）9：00～10：00 

Web 開催 

    

Ⅰ．開会の辞  

Ⅱ．理事長挨拶 

Ⅲ．定足数の確認〔定款第 42 条、社員現在数（214名）の過半数〕 

Ⅳ．議長・議事録署名人の選任（定款第 41.44 条） 

Ⅴ．協議事項 

第 1 号議案 2019 年度事業報告及び収支決算に関する件〔定款第 38 条（4）〕 

   第 2 号議案 2020 年度事業計画及び収支予算に関する件〔定款第 38 条（3）〕 

第 3 号議案 代議員の選任に関する件〔定款第 22 条〕 

第 4 号議案 役員の選任に関する件〔定款第 16 条〕 

第 5 号議案 名誉会員の承認に関する件〔定款第 7 条（2）〕 

   第 6 号議案 第 33 回学術大会大会長に関する件  

第 7 号議案 その他 

Ⅵ．報告事項 

    １．理事長報告  

２．総務報告  

３．学術報告  

４．編集報告  

５．財務報告  

６．各種委員会報告  

１）教育委員会 

   ２）社会保険委員会 

３）ガイドライン委員会 

   ４）在宅歯科医療委員会 

５）摂食嚥下リハビリテーション委員会 

   ６）国際渉外委員会 

   ７）広報委員会 

８）研修委員会 

   ９）学術用語委員会 

   10）歯科衛生士関連委員会 

   11）認定制度委員会 

  12）認定資格委員会 

  13）研修機関認定委員会  

  14）認定試験実施委員会 

  15）専門医試験問題委員会 

    16）多職種連携委員会 

    17）支部組織・地域保健医療福祉委員会 

  18）学会間連携委員会 

19）表彰委員会 

    20）規程委員会 

    21）倫理委員会 

    22）倫理審査委員会 

    23）利益相反委員会 

  24）特任（代議員選出検討）委員会 

  25）特任（病院歯科）委員会 

 

 



７．日本歯科医学会報告  

８．日本歯科医学会連合報告  

９．日本歯学系学会協議会報告  

10．歯学系学会社会保険委員会連合報告  

11．日本歯科専門医機構報告  

12．日本老年学会報告  

13．その他   

 

Ⅶ．次期理事長挨拶   

Ⅷ．次期大会長挨拶  

Ⅸ．閉会の辞  

 

 

表彰式は、第 31 回学術大会 閉会式時に実施いたします。 

１． 第 30 回学術大会大会長感謝状授与 

２． 優秀奨励論文賞（ライオンアワード）授与 

３． 学会功労賞授与 

４． 名誉会員証授与 

 



一般社団法人日本老年歯科医学会 2019 年度事業報告書 

 

一般社団法人日本老年歯科医学会は、会員相互および国内外の関連学会との連携協力を

行うことにより、会員の老年歯科医学に関わる研究ならびに知識の普及に貢献するととも

に、それにより高齢者の保健・医療の進歩・発展を図り、もってわが国の学術の発展と国民

の福祉に寄与するため、以下の事業を実施した。 

 

１．学術大会、その他各種学術集会の開催 

（１）第 30 回学術大会 

 日 時：2019 年 6 月 6 日（木）～8 日（土） 

場 所：仙台国際センター  

大会長：米山武義（米山歯科クリニック） 

 テーマ：食べる力を支える老年歯科医学  

 参加者数：1,725 名 他招待者 

 

○特別講演 1 

「The oral situation of German seniors from on an epidemiological perspective」 

座長：米山 武義（米山歯科クリニック） 

演者： 

Thomas Kocher（Department of operative dentistry, periodontology, endodontology, 

pedodontics and preventive dentistry, Dental School, University medicine Greifswald） 

 

○特別講演 2 

「がん治療における口腔管理の重要性」 

座長：米山 武義（米山歯科クリニック） 

演者：照沼 裕（医療法人財団健貢会東京クリニック/（株）日本バイオセラピー研究所） 

 

○教育講演 1 

「超高齢社会におけるインプラントの在り方」 

座長：佐藤 裕二（昭和大学歯学部高齢者歯科学講座） 

演者：小宮山 彌太郎（ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター） 

 

○教育講演 2 

「人間性復活の歯科医療－口から食べることを通して、とくに認知症への対応－」 

座長：米山 武義（米山歯科クリニック） 

足立 融（あい・あだちデンタルクリニック） 

演者：加藤 武彦（加藤歯科医院） 

 

○シンポジウム 1 

「口腔機能低下症」のこれから 

座長：水口 俊介（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野） 

演者：小嶺 祐子（厚生労働省医政局歯科保健課） 

池邉 一典（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野） 

渡邊 裕 （北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室） 

竹内 周平（医療法人社団竹印竹内歯科医療院/東京医科歯科大学高齢者歯科学分野） 

 

 

 

 

 



○シンポジウム 2（合同セッション） 

共同企画：日本老年歯科医学会・日本歯周病学会・日本障害者歯科学会 

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 

「口腔ケアから口腔健康管理へ 

座長：櫻井 薫（東京歯科大学大学院歯学研究科） 

眞木 吉信（東京歯科大学名誉教授） 

演者：眞木 吉信（東京歯科大学名誉教授） 

阪口 英夫（医療法人永寿陵北病院） 

吉成 伸夫（松本歯科大学歯科保存学講座（歯周）） 

植田 耕一郎（日本大学歯学部摂食機能療法学講座） 

 

○シンポジウム 3（合同セッション） 

共同企画：日本老年歯科医学会・日本顎口腔機能学会 

「顎口腔機能の測定と評価 ～目的・方法・評価基準～」 

座長：服部 佳功（東北大学大学院歯学研究科口腔機能形態学講座加齢歯科学分野） 

演者：志賀 博（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 I 講座） 

佐々木 啓一（東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野） 

 

○シンポジウム 4 

「誤嚥性肺炎予防と歯科医療関係者のはたすべき役割」 

座長：米山 武義（米山歯科クリニック） 

羽村 章（日本歯科大学生命歯学部高齢者歯科学） 

演者：山谷 睦雄（東北大学大学院医学系研究科先進感染症予防学寄附講座） 

吉田 光由（広島大学大学院医系科学研究科先端歯科補綴学） 

小玉 剛（公益財団法人日本歯科医師会常務理事） 

文字山 穂瑞（東京西の森歯科衛生士専門学校/西東京口腔ケアステーション） 

 

○シンポジウム 5 

「地域包括ケアへの歯科の貢献 ～地域の実情に応じた対応～」 

座長：上田 貴之（東京歯科大学老年歯科補綴学講座） 

山口 哲史（東北大学大学院歯学研究科加齢歯科学分野） 

演者：眞鍋 馨（厚生労働省老健局老人保健課） 

内堀 典保（一般社団法人愛知県歯科医師会） 

山﨑 猛男（一般社団法人宮城県歯科医師会） 

 

○指定シンポジウム 1（認知症歯科治療ガイドライン関連シンポジウム） 

「認知症高齢者に対する歯科治療ガイドラインの活用」 

座長：平野 浩彦 (東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科) 

演者：市川 哲雄 (徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野) 

野原 幹司 (大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室) 

枝広 あや子 (東京都健康長寿医療センター研究所) 

 

○指定シンポジウム 2（支部組織・地域保健医療福祉委員会主催シンポジウム） 

「歯科医師認知症対応力向上研修をどう活かすか」 

座長：糸田 昌隆 (大阪歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科) 

平野 浩彦 (東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科) 

演者：羽根 司人 (公益財団法人日本歯科医師会地域保健委員会) 

赤穂 和広 (一般社団法人青森県歯科医師会) 

川端 貴美子 (一般社団法人福岡県歯科医師会) 

 



○歯科衛生士シンポジウム 

「食べる力を支えるための口腔健康管理」 

座長：菅野 亜紀（東京歯科大学短期大学歯科衛生学科） 

伊藤 加代子（新潟大学医歯学総合病院口腔リハビリテーション科） 

演者：池邉 一典（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野） 

関野 愉（日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座） 

中澤 正絵（医療法人社団盟陽会富谷中央病院） 

 

○新人歯科衛生士交流会  

「未来を創るしゃべり場」トークルームへようこそ！！～出会う つながる 学ぶ～ 

 

○ランチョンセミナー1  

「認知症における自律神経障害」 

座長：枝広 あや子 (東京都健康長寿医療センター研究所) 

演者：眞鍋 雄太 (神奈川歯科大学 認知症・高齢者総合内科／藤田医科大学 救急・総合内科) 

 

○ランチョンセミナー2  

「CPC 含有洗口液のデンチャープラークに対する臨床的生物学的効果」 

座長：曾田 英紀 (北海道医療大学歯学部 高齢者・有病者歯科学系歯学教育開発学分野) 

演者：馬場 一美 (昭和大学歯学部 歯科補綴学)  

 

○ランチョンセミナー3  

「がん治療と口腔管理」 

座長：植野 高章 (大阪医科大学 医学部 口腔外科学教室) 

講師：百合草 健圭志 (静岡県立静岡がんセンター 歯科口腔外科) 

 

○ランチョンセミナー4  

「超高齢社会における口腔管理とマウスウォッシュ」 

座長：中川 種昭 (慶應義塾大学医学部（歯科・口腔外科学教室）) 

講師：堀江 伸行 (慶應義塾大学医学部（歯科・口腔外科学教室）) 

 

○スポンサードシンポジウム ～ 高齢者の摂食嚥下障害・脱水・低栄養を考える ～ 

座長：新田 國夫 (日本在宅ケアアライアンス) 

演者：丸山 道生 (緑秀会田無病院)  

松尾 浩一郎 (藤田医科大学医学部歯科・口腔外科学講座)  

飯田 良平 (鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座)  

 

（２）高齢者医療臨床研修会（学会主催セミナー） 

 通算 第 7 回 

 日 時：2019 年 12 月 15 日 

 場 所：ベルサール神保町アネックス 

 テーマ：多職種連携のための入門研修  

 

 通算 第 8 回：中止（新型コロナウイルス感染拡大防止のため） 

 

（３）研修会・セミナーの開催（別紙） 

 学会 共催・後援研修会・セミナー：11 回開催 

 学会 後援：日本歯科衛生士会認定セミナー「在宅療養指導・口腔機能管理」10 回開催 

 支部 主催・共催・後援研修会・セミナー：15 回開催（ 

 歯科衛生士関係 研修会・セミナー：1 回開催 



２.学会機関誌及びその他の出版物の刊行 

 ・日本老年歯科医学会機関誌［老年歯科医学］第 34 巻 1～4 号の発行 

  総説、原著、臨床報告、調査報告、教育ノート、ケアノート、紹介 等 

 ・日本老年歯科医学会公式英文誌「Gerodontology」 

                  Volume 36, Issue 2 ~ Volume 37, Issue 1 の発行 

 

３.高齢者の歯科医療及び健康に関する認定医の養成並びに認定 

（１）認定医、専門医、指導医、研修機関、摂食機能療法専門歯科医師の認定、公益社団法

人日本歯科衛生士会への認定歯科衛生士の推薦 

  ① 認定医             41 名 

  ② 専門医             23 名 

  ③ 指導医              7 名 

  ④ 研修機関             2 施設 

  ⑤ 摂食機能療法専門歯科医師    10 名 

  ⑥ 認定歯科衛生士          5 名 

 

４.老年歯科医学研究助成事業 

 2018-2019 年度 

 「回復期リハビリテーション病棟における口腔機能低下症への介入効果」 

 「パーキンソン病患者の嚥下機能と服薬状況に関する調査研究」 

 

 2019-2020 年度 

 「口渇症状の出現に関与する因子の解明―ドライマウス外来での大規模調査から―」 

 「口腔サルコペニアの診断方法の確立」 

 

５.研究の奨励及び研究業績の表彰 

（１）学会功労賞 

   小正 裕（大阪歯科大学 名誉教授） 

野村修一（新潟大学 名誉教授） 

（２）老年歯科医学賞 

   該当なし 

（３）優秀奨励論文賞（ライオンアワード） 

「Hyposalivation and 10 ‐ year all ‐ cause mortality in an elderly Japanese 

population」 

Masanori Iwasaki, Wenche S.Borgnakke, Akihiro Yoshihara, Kayoko Ito, Hiroshi 

Ogawa,Kaname Nohno, Misuzu Sato, Kumiko Minagawa, Toshihiro Ansai, Hideo 

Miyazaki 

Gerodontology Version of Record online: 10 January 2018 | DOI: 10.1111 / ger.12319 

 

「Association of handgrip strength with various oral functions in 82‐ to 84‐

year‐old community‐dwelling Japanese」 

Yusuke Mihara, Ken‐ichi Matsuda, Kazunori Ikebe, Koudai Hatta, Motoyoshi 

Fukutake, Kaori Enoki,Taiji Ogawa, Hajime Takeshita, Chisato Inomata, 

Yasuyuki  Gondo, Yukie Masui, Kei Kamide,Ken Sugimoto, Mai Kabayama, 

Tatsuro Ishizaki, Yasumichi Arai, Yoshinobu Maeda 

Gerodontology Version of Record online: 10 January 2018 | DOI: 10.1111 / ger.12319 

 

 

 

 



（４）優秀課題口演賞 

五十嵐公美（日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学） 

「人生の最終段階に向かう高齢患者に対する口腔内に存在するリスク評価の試み」 

福武元良（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野） 

「高齢者における最大咬合力と BMIとの関連－SONIC研究 6年間の縦断結果より－」 

 

（５）優秀ポスター賞 

丸岡三紗（まんのう町国民健康保険造田歯科診療所） 

「住民主体による高齢者向け配食活動の展開プロセスにおいて医療介護専門職が果

たした役割」 

木村年秀（まんのう町国民健康保険造田歯科診療所） 

「地域高齢者の「食べる楽しみ」喪失リスクをチェック！－地域資源に繋げてフレ

イルを防ぐ－」 

星野大地（昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座地域連携歯科学部門） 

「終末期ケアのための簡易摂食嚥下機能評価の検討」 

 

６．国内外における関連団体との交流 

・海外の老年関連学会との交流促進、会員への広報ならびに国内の老年関連学会との 

交流促進、会員への広報を実施した。 

  

７．高齢者の保健・医療の向上の推進 

 ・令和元年度厚生労働省老人保健事業「介護保険施設等における口腔の健康管理等に関

する調査研究事業」の実施。 

 

 ・令和元年度厚生労働省委託事業「検査方法等の実証に係る研究等一式（口腔内の虚弱等

の状態を評価する客観的スクリーニング方法等の開発・検証）」の実施 

 

 ・「認知症の人への歯科治療ガイドライン」の編集 

 

 ・「脳卒中患者への医科歯科連携に関するガイドブック」の作成 

 

 ・日本歯科医学会 平成 30・令和元年度プロジェクト研究「開口運動を用いた簡易な嚥下

評価機能について」の実施 

 

 ・日本歯科医学会 令和元・2 年度プロジェクト研究「フレイルおよび認知症と口腔健康

の関係に焦点化した人生 100 年時代を見据えた歯科治療指針作成に関する研究」の実

施 

 

 ・日本歯科医学会連合 医療問題関連事業 調査研究 下記 3 件の報告 

  「咀嚼機能評価に関する調査研究」 

「咀嚼機能の新たな評価方法：健常高齢者における咬筋の収縮時変位量と収縮速度に

ついての研究」 

「成人期および高齢期における口唇閉鎖力の標準値に関する調査研究」 

 

 ・日本歯科衛生士会 認定歯科衛生士事業への協力 

 

８．その他、本法人の目的達成のために必要と認められる事業 

・広報活動 

①ニュースレター（年 4 回）の発行 

②学会ホームページの運用 



９．役員会および各種委員会の開催 

（１）総会 

定時社員総会：2019 年 6 月 7 日 

（２）常任理事会 

第 1 回：2019 年 4 月 23 日 

第 2 回：2019 年 6 月 5 日 

第 3 回：2019 年 9 月 12 日 

第 4 回：2019 年 12 月 13 日 

第 5 回：2020 年 1 月 25 日 

第 6 回：2020 年 3 月 24 日 Web 会議併催 

 

（３）理事会 

第 1 回：2019 年 4 月 23 日（メール会議） 

第 2 回：2019 年 5 月 22 日（メール会議） 

第 3 回：2019 年 6 月 5 日 

第 4 回：2019 年 6 月 25 日（メール会議） 

第 5 回：2019 年 11 月 5 日（メール会議） 

第 6 回：2019 年 12 月 13 日 

第 7 回：2020 年 3 月 30 日（メール会議） 

 

（４）支部長会 

   日時：2020 年 6 月 8 日（土） 

   場所：仙台国際センター  

   

（５）各種委員会 

      学術委員会、編集委員会、財務委員会、教育委員会、社会保険委員会、 

ガイドライン委員会、在宅歯科診療委員会、摂食嚥下リハビリテーション委員会、 

国際渉外委員会、広報委員会・研修委員会、学術用語委員会、歯科衛生士関連委員会、 

認定制度委員会、認定資格委員会、研修機関認定委員会、認定試験実施委員会、 

専門医試験問題委員会、多職種連携委員会、学会間連携委員会、表彰委員会、 

規程委員会、倫理委員会、倫理審査委員会、支部組織・地域保健医療福祉委員会、 

利益相反委員会 開催。 

   その他、委員会活動に付随する特任委員会、ワーキンググループ、打合せを実施 

   ＊2020 年 3 月実施の委員会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則 Web

会議とした。 

   

１０．日本老年学会会議への参加 

理事会      ：2020 年 1 月 25 日開催 

将来計画委員会  ：2020 年 1 月 25 日開催 

プログラム委員会 ：2020 年 1 月 24 日開催 

学会あり方委員会 ：2019 年 9 月 2 日開催（第 1 回） 

          2020 年 3 月 6 日開催（第 2 回） 

国際学会招致委員会：2019 年 6 月 5 日開催（第 7 回） 

          2019 年 12 月 3 日開催（第 8 回） 

          

 以   上 



支部 開催
形態

名称 テーマ等 主催団体 共催・後援 等 会期 会場 参加者数
研修
単位

DH認定
更新研修

1
神奈川
山梨

合同 神奈川支部・山梨支部 合同セミナー 歯科発！生活習慣病・フレイル予防、改善のアプローチを考える
神奈川支部・山梨支部、
日本口腔検査学会（共同開
催）

後援：神奈川県歯科医師会、
山梨県歯科医師会

2019年4月21日（日）
10:00～16:00

神奈川歯科大学附属病院 12F大講堂

100名
（日本老年歯科医学会12名，

日本口腔検査学会11名，
非会員24名，学内関係5名，

展示企業関係者17名，
その他）

6 ○

2 北海道 主催 北海道支部主催セミナー「第18回北海道口腔ケアセミナー」

『在宅医療における「食」のあり方』
『口腔ケアから生活支援へ～当院の取り組み～』、
『口腔ケアにおける多職種連携の実際～連携は他職種の理解から～』
『「いつまでもおいしく食べる」を目指して
～食支援への管理栄養士の介入と連携～』

北海道支部
北海道口腔ケア研究会

2019年5月25日（土）
12:30～17:00

北海道自治労会館 5F大ホール 205名 6 ○

3 奈良 共同 奈良支部共同開催セミナー「第6回在宅療養支援歯科診療所の施設基準講習会」 ミールラウンドで使える！認知症高齢者の食支援
奈良県歯科医師会
奈良県歯科衛生士会

2019年6月2日（日）
10:00～12:00

奈良県歯科医師会館
歯科医師数59名

歯科衛生士数54名
2 ○

4 岩手 共催 岩手支部共催セミナー「第10回岩手県歯科医学大会」 ライフステージに応じた口腔機能管理の推進 岩手県歯科医師会 共催：岩手支部
2019年6月15日（土）
13:30～17:00
16日（日）　10:00～15:00

岩手県歯科医師会館 5F 8020大ホール 150名 2 ○

5 愛知 共催 愛知支部共催セミナー「東海オーラルマネジメント研究会」 緩和ケアにおけるオーラルマネジメント
東海オーラルマネジメント研究
会

共催：愛知支部
2019年7月21日（日）
13:30～16:40

ウインクあいち 小ホール 108名 4 ○

6

長崎
宮崎
大分
福岡
熊本

鹿児島
佐賀

共催 九州地域支部セミナー「第3回九州老年歯科フォーラム」
加速する高齢社会に向けた私共の対応～地域の備え！安心安全な食支援と在
宅医療の展開～

全国在宅療養支援歯科診療
所連絡

共催：長崎県歯科医師会、日本老年歯科
医学会 長崎支部、宮崎支部、大分支部、
福岡支部、熊本支部、鹿児島支部、佐賀支
部、長崎口のリハビリテーション研究会

2019年8月4日（日）
9:00～16:30

長崎県歯科医師会館 107名 6 ○

7
茨城
栃木

後援 茨城・栃木支部後援セミナー「第11回北関東摂食嚥下リハビリテーション研究会」 「最後まで口から食べる」を実践するため 北関東摂食嚥下研究会
共催：㈱フードケア、カレイド㈱
後援：栃木支部、茨城支部

2019年8月25日（日）
13:00～16:00

茨城県立医療大学講義棟大講義室 － ― ―

8 岐阜 共催 岐阜支部共催セミナー「第24回東海歯科医療管理学会総会・学術大会」
「歯科医院での摂食嚥下障害への対応」
「口腔機能低下症の検査・診断・治療」

第24回東海歯科医療管理学
会総会・学術大会

共催：岐阜支部
2019年9月8日（日）
13:00～17:00

岐阜県歯科医師会会館 61名 4 ○

9 愛媛 共催 愛媛支部共催セミナー「第23回『口から食べたい』セミナー」 口から食べたい思いを最後まで支える心のコミュニケーション 伊予歯科医師会
共催：日本老年歯科医学会 愛媛支部 他
後援：愛媛県 他

2019年10月6日（日）
9:20～16:00

松前総合文化センター 350名 4 ○

10 岡山 共催
岡山支部共催セミナー「岡山大学摂食嚥下障害研究会 食支援ネットワーク 100回記念講演
会」

「食べ方」に困ったらどうしましょう？ 岡山大学病院、岡山県 共催：日本老年歯科医学会 岡山支部
2019年11月3日（日）
10:00～13:00

ピュアリティまきび 97名 4 ○

11 東京 後援 東京支部後援セミナー「日本補綴歯科学会東京支部生涯学習公開セミナー」 超高齢社会における補綴歯科治療の役割 日本補綴歯科学会 東京支部 後援：日本老年歯科医学会 東京支部
2019年12月8日（日）
15:00～17:00

昭和大学上条記念館 － ― ―

12 静岡 主催 静岡支部主催「オーラルフレイルを理解する」研修会 地域包括ケアシステムの中でオーラルフレイルをどう活かすか
静岡支部
口腔ケアネットワーク（三島）

後援：三島市歯科医師会
2019年12月14日（土）
16:00～18:00

三島市民活動センター 75名 4 ○

13 千葉 主催 千葉支部主催セミナー「第4回公開研修セミナー」 在宅高齢者への栄養支援と歯科 千葉支部
後援：千葉県歯科医師会、
千葉県歯科衛生士会

2020年2月9日（日）
13:00～16:30

千葉県歯科医師会館 2Fホール 122名 6 ○

14 群馬 主催 令和元年度 群馬支部主催 講演会・シンポジウム 摂食嚥下の基礎と臨床
群馬県歯科医師会
群馬支部

後援：群馬県、群馬県言語聴覚士会
2020年2月9日（日）
13:30～17:30

群馬県歯科医師会館 4F 第2会議室

歯科医師31名
歯科衛生士48名
言語聴覚士15名

看護師2名
栄養士2名

理学療法士2名
作業療法士1名

6 ○

15 広島 主催 令和元年度 広島支部セミナー 高齢者の摂食嚥下機能や栄養状態に関する講演 広島支部
2020年2月14日（金）
19:00～20:30

県立広島大学サテライトキャンパス広島 110名 4 ○

2019年度 日本老年歯科医学会 支部主催・共催・後援セミナー



名称 会期 会場 参加者数 共催・後援 等
研修
単位

DH認定
更新研修

1
第7回高齢者医療 臨床研修会
「多職種連携のための入門研修」

2019年12月15日（日）
13:00～17:00

ベルサール神保町アネックス 130名

共催：東京支部、神奈川支
部、埼玉支部、千葉支部
後援：公益社団法人 東京都
歯科医師会、一般社団法人
神奈川県歯科医師会、一般
社団法人 埼玉県歯科医師
会、一般社団法人 千葉県歯
科医師会

8 ○

名称 会期 会場 参加者数
研修
単位

DH認定
更新研修

1 第6回歯科衛生士関連委員会主催セミナー
2019年7月15日（月・祝）
13:00～16:00

フクラシア品川
クリスタルスクエア

49名 ― ○

2019年度 日本老年歯科医学会 学会主催セミナー

2019年度歯科衛生士関係セミナー



名称 会期 主催団体 会場
研修
単位

DH認定
更新研修

1 後援
第181回国治研セミナー
「嚥下障害セミナー基礎・入門編」

2019年4月20日（土）～21日（日） 一般社団法人　国際教育 － 関内新井ホール ― ―

2 後援
公益社団法人 日本補綴歯科学会
第128回学術大会

2019年5月10日（金）～12日（日）
公益社団法人
日本補綴歯科学会

－ 札幌コンベンションセンター ― ―

3 後援 第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 2019年6月12日（水）～16日（日） 日本リハビリテーション医学会 － 神戸コンベンションセンター ― ―

4 後援 第22回嚥下機能評価研修会
2019年6月30日（日）
9:00～17:30

東京慈恵医科大学 －
NPO法人 PDN、
在宅医療研究会

― ―

5 後援
世界口腔保健学術大会記念「第25回口腔保健シ
ンポジウム」

2019年7月6日（土）
14:00～16:30

公益社団法人 日本歯科医師会
共催：NHKエンタープライズ

－ よみうり大手町ホール ― ―

6 後援
第3回最期まで口から食べられる街づくりフォーラ
ム全国大会

2019年9月1日（日） 新宿食支援研究会 － 東京富士大学　二上講堂 ― ―

7 後援
NPO法人 PDN主催セミナー「第2回口腔機能低
下・嚥下障害と栄養管理に関するセミナー」

2019年10月20日（日）
9:00～17:00

NPO法人 PDN
（Patient Doctors Network）

－ 東京慈恵医科大学　3F講堂 ― ―

8 後援 第25回咀嚼と健康ファミリーフォーラム 2019年11月13日（水）
特定非営利活動法人
日本咀嚼学会

－ 有楽町朝日ホール ― ―

9 後援 第27回日本慢性期医療学会 2019年12月3日（火）～4日（水） 日本慢性期医療協会 － 大阪国際会議場 ― ―

10 後援 第23回嚥下機能評価研修会
2020年1月19日（日）
9:00～17:30

NPO法人 PDN、
在宅医療研究会

－ 東京慈恵医科大学 ― ―

11 後援
第1回フレイルに立ち向かう会
（フレイルの日制定記念イベント）

2020年2月9日（日）
13:00～17:00

スマートウェルネスコミュニティ
協議会

－ 順天堂大学保健看護学部 ― ―

2019年度 学会共催・後援セミナー



2019年4月1日～2020年3月31日

（単位：円）

2019年度予算額 2019年度決算額 執行率 備           考

1 入会金収入 800,000             940,000 117.50% 正会員2,000円×470名

2 会費収入 40,440,000         36,545,900 90.37%
（1） 正会員会費収入 40,000,000         36,205,900 90.51%

①当該年度会費 36,000,000 32,035,750 88.99%

②過年度会費 4,000,000 4,170,150 104.25% 2018年 3,146,000円、2017年 730,150円、2016年 190,000円、2015年度30,000 円、2014年度 74,000円

（2） 賛助会費収入 440,000 340,000 77.27% 16社

3 事業収入 34,790,000         37,255,688 107.09%
（1） 学術大会運営事業収入 27,500,000 29,545,400 107.44% 第30回学術大会（参加費、企業協賛 等）

（2） 研修会運営事業収入 1,200,000 810,000 67.50%
歯科衛生士セミナー(7/15 開催 51名）：350,000 円
第7回研修会：参加費438,000円、展示 22,000円

（3） 学会誌論文掲載収入 1,000,000 1,410,688 141.07% 33巻3号 159,448円、33巻4号 379,188円、34巻 1号 250,992円、34巻2号 261,800円、34巻3号 359,260円

（4） 学会誌広告掲載収入 1,200,000 1,219,600 101.63% 33巻4号 334,800円、34巻1号 334,800円、34巻2号 308,000円、34巻3号 242,000円

（5） 認定事業関係収入 3,890,000           4,270,000 109.77%

①認定医・専門医制度 3,410,000 3,830,000 112.32%

認定医
申請料　480,000円、登録料 1,230,000円、更新料 720,000円
専門医（指導医・研修機関含む）
申請料　410,000円、登録料 650,000円、更新料340,000円

②摂食機能療法
　　　専門歯科医師制度

 430,000 370,000 86.05% 申請料 300,000円、登録料 70,000円

③認定歯科衛生士 50,000 70,000 140.00% 申請料 70,000円

4 38,954,165         36,154,165 92.81%
（1） 日本歯科医学会助成金 792,000 792,000 100.00% 助成金 792,000円

（2） 研究費助成金 37,302,165 34,502,165 92.49%
プロジェクト研究費：2018-2019事業（1,500,000円）、2019-2020事業（2,000,000円）
厚労省委託事業2018年度事業（精算額） 15,702,165円、日本歯科医学会連合助成（300,000円）
老健事業 15,000,000円

（3） ライオンアワード助成金 860,000 860,000 100.00% 2019年度表彰分（受賞2件）

5 330,575             330,575 － GC（ECG-JSCセッション）

6 200,000             926,551 463.28%
著作権（用語集・ガイドライン/医歯薬）643,195円、学術著作権協会 139,697円、医学中央雑誌 7,480円
団体保険関係 96,618円、認定証再発行 2,000円、冊子販売 3,000円、SWC後援 34,525円、利息36円

事業活動収入計 115,514,740       112,152,879 97.09%

1
（1） 学術大会事業費 28,100,000 29,065,503 103.44%

①第29回学術大会事業 27,800,000 29,009,503 104.35% 第30回学術大会（会場費、機材、講師謝礼、プログラム集、参加登録、演題登録 等）

②第30回大会以降準備費 300,000 56,000 18.67% 第31回大会打ち合わせ 2,000円、第32回大会打ち合わせ　52,000円

（2） 研修会運営事業 4,950,000 2,799,339 56.55% DHセミナー 805,795円、倫理研修 306,560円、第7回研修会 1,547,223円、第8回研修会 139,761円（事前準備費）

（3） 機関誌刊行事業 12,000,000 14,978,996 124.82% 33巻4号 3,401,042円、34巻1号 3,596,791円、 34巻2号 4,267,027円、34巻3号 3,702,136円

（4） 広報事業費 2,480,000           2,556,246 103.07%

①ホームページ運用事業 640,000 587,420 91.78% ホームページ管理費 10,800円×7カ月+11,000円×5カ月+更新費 +データ管理費

②News Letter 発行事業 1,240,000 1,258,186 101.47% No.35 311,661円、No.36  311,661円、No.37 317,432円、No.38 317,432円

③広報媒体発行事業費 600,000 710,640 118.44% 患者向け口腔機能低下パンフ（初版）460,080円、口腔機能低下症（刷増）86,400円、布ポスター 164,160円

（5） 認定制度運営事業費 5,080,000           4,685,095 92.23%

①認定医・専門医制度 3,120,000 2,481,112 79.52%
認定審査委員会費 578,332円、認定証作成 392,770円、雑費 26,010円
認定医業務事務委託費 54,000円×6ヶ月分+55,000円×6カ月、手数料（44件）96,800円
専門医業務事務委託費 54,000円×6ヶ月分+55,000円×6カ月、手数料（36件）79,200円

②摂食機能療法
　　　　専門歯科医師制度

 560,000 530,063 94.65%
摂食機能療法歯科医師業務事務委託費 10,800円×6ヶ月分+11,000円×6カ月、指定研修 91,323円
認定証 32,940円、手数料（25件） 275,000円

③認定歯科衛生士 400,000 368,166 92.04% 認定審査委員会費 343,137円、手数料（7件）23,100円、雑費1,929円

④研修単位管理 1,000,000 1,305,754 130.58%
単位管理システム運用費 330,000円/年、システム更新 33,000円、IDカード作成費 449,927円
単位収集経費 454,727円、データ出力 38,100円

（6） 各種委員会活動事業費 4,430,575 4,081,018 92.11%

学術 251,088円、財務 123,404円、編集 797,544円、教育 420,238円、社会保険 108,944円、ガイドライン 449,280円
国際渉外 275,932円（ECG-JSCセッション含む）、学術用語 55,239円、広報 542,980円、研修 55,263円
DH 336,120円、多職種 351,734円、倫理審査 99,199円、特任 69,795円、選管 38,961円、
演題登録打ち合わせ 86,000円、その他 25,297円

（7） 研究調査事業費 38,361,737 33,438,070 87.17%
老健事業 15,000,000円、厚生労働省委託事業 14,138,070円
日本歯科医学会プロジェクト研究助成金 2018-2019年年度分 1,500,000円、2019-2020年度分 2,000,000円
2019年度老年歯科医学研究助成 250,000円×2件、日本歯科医学会連合助成 300,000円

（8） 研究業績表彰事業費 1,200,000 1,133,478 94.46% ライオンアワード（2名）、優秀口演賞（2名）、優秀ポスター賞（4名）

（9） 関連団体交流事業費 2,650,000 2,663,625 100.51%

日本歯科医学会（分担金120,000円、交通費 2,000円、研修会 1,500円）
厚労省（交通費 36,000円）、日本歯科医学会連合（分担金 1,119,600円）
日本歯学系学会協議会（分担金 50,000円、交通費 4,000円）、
歯保連（分担金 40,000円、会議交通費 69,000円）、日本歯科専門医機構（2020年度 300,000円、交通費 4,000円）
日本老年学会（会費 790,000円、交通費 46,000円）、厚労省（交通費 36,000円）
フレイルの日講師派遣（34,515円）、その他関係団体（交通費 27,000円）

（10） 国際渉外事業費 600,000 179,854 29.98%
（11） その他事業費 84,000 0 0.00%

（12） 支部活動費 1,350,000 957,870 70.95%
北海道234,513 円、茨城 540円、千葉 217,835円、神奈川 140,592円、群馬 163,515円、静岡 49,071円
愛知 4,860円、岐阜 3,132円、奈良 10,993円、兵庫 540円、岡山 8,800円、愛媛 4,806円
広島 96,177円、諸費 22,496円

事業費支出計 101,286,312       96,539,094 95.31%

2

（1） 会議費 1,400,000 1,753,431 125.25%
学術大会・総会 227,694円（事務局出張費含む）、理事会（2回）936,584円、常任理事会（6回） 433,851円
監査会 121,573円、会議打ち合わせ 17,421円、その他打ち合わせ 108円、諸費 16,200円

（2） 通信費 1,580,000           1,770,934 112.08%

①送料・通信費 1,500,000 1,692,574 112.84% TEL・FAX代、宅配送料、切手・ﾊｶﾞｷ代等（役員選挙関係発送含む）

②メーリングリスト管理費 80,000 78,360 97.95% ML管理費 3,240円×7ヵ月+3,300円×5カ月分、MM管理費 3,240円×7ヵ月分+3,300円×5カ月

（3） 事務印刷費 2,050,000 1,948,116 95.03% コピー代、会議資料印刷費、委嘱状作成費

（4） 消耗品費 230,000 274,488 119.34% 封筒作成、文具、消耗備品

（5） 業務委託費 6,600,000 6,330,720 95.92% 学会業務事務委託費 522,720円×6ヶ月分+532,400円×6カ月

（6） 租税公課 772,300 774,300 100.26% 法人都民税 129,300円、法人税 131,400円、消費税 505,900円、地方税 5,700円、収入印紙2,000円

（7） 法人運営費 760,000 643,231 84.64%
税理士報酬（491,371円、前年度源泉分 30,630円+決算報酬117,348円）、残高証明 642円
DUNS発行費 3,240円

（8） 雑費 28,128 660 2.35%
13,420,428         13,495,880 100.56%

114,706,740       110,034,974 95.93%

808,000             2,117,905 －

800,000             800,000 － 周年事業積立金

8,000                 0 0.00%

-                      1,317,905 －

1,267,800           1,267,800
2,227,252           2,227,252          －

2,227,252 4,812,957 －

事業費

一般社団法人日本老年歯科医学会 2019年度 収支報告

科       目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

寄附金収入

２．事業活動支出

雑収入

補助金等収入

当月収支差額

管理費

管理費支出計

事業活動支出計

Ⅱ 基金積立支出

Ⅲ 予備費支出

事業活動収支差額

前年度前受金
前期繰越収支差額

＜次月繰越収支差額内訳＞ ①現金：8,825円+②普通預金：3,923,224円+③郵便振替：2,070,508円-④来期前受金 1,189,600円＝4,812,957円
　　A:国際交流積立金：2,000,000円　B:専門医制度整備積立金：2,000,000円　C:支部整備積立金：1,000,000円　D:用語辞典積立金：4,000,000円　E:周年事業積立金：12,208,098円

次年度繰越収支差額

　　F：研究事業積立金 500,000円　G：渡邉郁馬記念基金：5,567,844円　H:日本老年歯科医学会 基金（No.1296105） 20,000,000円



2019年4月1日～2020年3月31日

A：国際交流積立金 No.0149794 （単位：円）

科目 2019年度予算額 累計 備           考

事業活動収入

本会計より積立 0 0

事業活動収入計 0 0

事業活動支出

周年事業積立金へ 3,000,000 3,000,000

事業活動支出計 3,000,000 3,000,000

当期収支差額 △ 3,000,000 △ 3,000,000

前年度繰越積立額 5,000,000 5,000,000

次年度繰越積立額 2,000,000 2,000,000

B：専門医制度整備積立金 No.0149809 （単位：円）

科目 2019年度予算額 累計 備           考

事業活動収入

本会計より積立 0 0

事業活動収入計 0 0

事業活動支出

周年事業積立金へ 3,000,000 3,000,000

事業活動支出計 3,000,000 3,000,000

当期収支差額 △ 3,000,000 △ 3,000,000

前年度繰越積立額 5,000,000 5,000,000

次年度繰越積立額 2,000,000 2,000,000

C：支部整備積立金 No.0149825 （単位：円）

科目 2019年度予算額 累計 備           考

事業活動収入

本会計より積立 0 0

事業活動収入計 0 0

事業活動支出

周年事業積立金へ 3,000,000 3,000,000

事業活動支出計 3,000,000 3,000,000

当期収支差額 △ 3,000,000 △ 3,000,000

前年度繰越積立額 4,000,000 4,000,000

次年度繰越積立額 1,000,000 1,000,000

D：用語辞典積立金 No.0192682 （単位：円）

科目 2019年度予算額 累計 備           考

事業活動収入

　一般会計より繰入 0 0

事業活動収入計 0 0

事業活動支出

事業活動支出計 0 0

当期収支差額 0 0

前年度繰越積立額 4,000,000 4,000,000

次年度繰越積立額 4,000,000 4,000,000

一般社団法人日本老年歯科医学会 2019年度 積立金収支報告



E：周年事業積立金 No.0320015 （単位：円）

科目 2019年度予算額 累計 備           考

事業活動収入

本会計より積立 800,000 800,000

国際交流特別基金 3,000,000 3,000,000

専門医制度整備特別基金 3,000,000 3,000,000

支部整備特別基金 3,000,000 3,000,000

事業活動収入計 9,800,000 9,800,000

事業活動支出

準備経費 1,000,000 91,904

事業活動支出計 1,000,000 91,904

当期収支差額 8,800,000 9,708,096

前年度繰越積立額 2,500,002 2,500,002

次年度繰越積立額 11,300,002 12,208,098

F：研究事業積立金 No.0430612 （単位：円）

科目 2019年度予算額 累計 備           考

事業活動収入

本会計より積立 0 0

事業活動収入計 0 0

事業活動支出

0 0

事業活動支出計 0 0

当期収支差額 0 0

前年度繰越積立額 500,000 500,000

次年度繰越積立額 500,000 500,000

G：渡邉郁馬記念基金（積立金） No.0259757 （単位：円）

科目 2019年度予算額 累計 備           考

事業活動収入

　一般会計より繰入 0 0

寄付

事業活動収入計 0 0

事業活動支出

研究業績表彰事業費 0 0

事業活動支出計 0 0

当期収支差額 0 0

前年度繰越積立額 5,567,844 5,567,844

次年度繰越積立額 5,567,844 5,567,844





2020 年度事業計画及び収支予算に関する件 

 

一般社団法人日本老年歯科医学会 2020 年度事業計画（案） 

2020 年度の本学会は、定款第 3 条に則り、下記の事業を行うものとする。 

 

記 

１．学術大会、その他各種学術集会の開催 

 １）第 31回学術大会（学会設立 30周年記念大会）：東京医科歯科大学 

 ２）支部セミナー 

 ３）学会主催セミナー 

 ４）学会・セミナーの共催・後援：関係団体からの依頼に対応する 

２．学会機関誌及びその他の出版物の刊行 

 １）「老年歯科医学」第 35巻 1号～4号 

 ２）ニュースレターの発行（年 4回） 

 ３）Gerodontologyの後援 

 ４）その他 

３．高齢者の歯科医療及び健康に関する認定医等の養成並びに認定 

 １）養成 

 ２）認定：認定医、専門医、指導医、研修機関の認定（認定医制度/専門医制度） 

     ：摂食機能療法専門歯科医師の認定 

：公益社団法人日本歯科衛生士会への認定歯科衛生士の推薦 

 ３）広報：認定資格の学会内外への啓発 

４．研究の奨励及び研究業績の表彰 

１）多施設共同研究支援クラウドの運用 

２）学会功労賞、老年歯科医学賞、優秀奨励論文賞、優秀課題口演賞、優秀ポスター賞の表彰 

５．国内外における関連団体との交流 

１）国内における関連団体との交流 

２）諸外国との団体交流の促進 

３）国際的な学術企画の検討 

６．高齢者の保健・医療の向上の推進 

１）在宅歯科医療の向上等と普及 

２）社会保険へ導入された新医療技術の普及 

 ３）口腔機能低下症の啓発 

 ４）歯科医師と管理栄養士の連携に関わる事業の推進 

 ５）2020年度厚生労働省委託事業 

 ６）2020年度老人保健健康増進等事業 

 

 



 ７）日本歯科医学会プロジェクト研究事業 

  「フレイルおよび認知症と口腔健康の関係に焦点化した人生 100 年時代を見据えた歯科治療指針作

成に関する研究」 

 ８）日本歯科医学会連合 医療問題関連事業 調査研究への協力 

 ９）各種リーフレットの頒布・新規リーフレットの作成 

 

７．その他、本法人の目的達成のために必要と認められる事業 

 １）ホームページおよびメールマガジンの運用 

 ２）老年歯科医学の学術用語の整理と普及 

 ３）老年歯科医学の確立と普及 

 ４）30周年記念事業の企画 

 ５）医療倫理および医療安全に関する啓発 

 ６）その他 

2020 年 6 月 20 日 



（単位：円） 

2020年度予算額 2019年度予算額 増    減 備           考

1 入会金収入 800,000              800,000             0 正会員2,000円×400名

2 会費収入 42,260,000          40,440,000         1,820,000
（1） 正会員会費収入 41,800,000          40,000,000         1,800,000

①当該年度会費 37,800,000 36,000,000 1,800,000 10,000円×4,200名×90％

②過年度会費 4,000,000 4,000,000 0 前年度未納者分10,000円×400名

（2） 賛助会費収入 460,000 440,000 20,000 20,000円×23社

3 事業収入 31,465,000          34,790,000         △ 3,325,000
（1） 学術大会運営事業収入 24,000,000 27,500,000 △ 3,500,000 前納参加費、当日参加費、懇親会費、企業展示、広告料等、ランチョン協賛金他

（2） 研修会運営事業収入 1,405,000 1,200,000 205,000

高齢者医療臨床研修会 1,240,000円
（事前：会員4,000円×110名+非会員6,000円×20名）×2回
(当日：会員5,000円×5名+非会員 7,000円×5名）×2回
歯科衛生士セミナー 165,000円
（会員5,000円×25名、非会員8,000円×5名）

（3） 学会誌論文掲載収入 1,120,000 1,000,000 120,000 前年度実績より（8,000円/頁・投稿頁140頁）

（4） 学会誌広告掲載収入 1,200,000 1,200,000 0 前年度実績より（平均9社-300,000円/号）

（5） 認定事業関係収入 3,740,000            3,890,000          △ 150,000

①認定医・専門医制度 3,290,000 3,410,000 △ 120,000

認定医　2,950,000円
申請料10,000円（40名）、認定医登録料30,000円（49名）
更新料30,000円（35名)+10,000円（3機関）
専門医（指導医・研修機関含む）340,000円
申請料10,000円（10名）、登録料10,000円（10名）
更新料30,000円（5名）+10,000円（8施設）

②摂食機能療法
　　　専門歯科医師制度  400,000  430,000 △ 30,000 登録料 10,000円（10名）、申請料 30,000円(10名）

③認定歯科衛生士 50,000 50,000 0 申請料　10,000円（5名）

4 31,890,070          38,954,165         △ 7,064,095

（1） 日本歯科医学会助成金 792,000 792,000 0 前年度実績

（2） 研究費助成金 30,238,070 37,302,165 △ 7,064,095

2020年度老人保健増進等事業（14,000,000円）
2019年度厚労省委託事業 精算金（14,138,070円）
2019・2020年度日本歯科医学会プロジェクト研究費（2,000,000円）
日本歯科医学会連合研究助成（100,000円）

（3） ライオンアワード助成金 860,000 860,000 0 学会奨励論文賞2件（スポンサー ライオン（株））

5 -                       330,575             △ 330,575

6 200,000              200,000             0 複写権使用料、データーベース代、団体保険集金代行、利息 他

事業活動収入計 106,615,070        115,514,740       △ 8,899,670

1
（1） 学術大会事業費 24,300,000 28,100,000 △ 3,800,000

①第31回学術大会事業 24,000,000 27,800,000 △ 3,800,000 第31回大会（運営費、Web抄録費、大会雑費、パシフィコキャンセル含む） 

②第32回学術大会以降準備費 300,000 300,000 　― その他大会 事前経費 等

（2） 研修会運営事業 3,989,000 4,950,000 △ 961,000
高齢者医療臨床研修会 1,700,000円×2
歯科衛生士セミナー 309,000円
医療倫理研修（APRIN/新規30名） 280,000円他

（3） 機関誌刊行事業 16,175,000 12,000,000 4,175,000

第34巻4号～第35巻3号 製作費 310万円×3号分+360万円×1号分
（ガイドライン等掲載編集費、別刷り代含む）
原稿執筆料（55,000円×5名）
第34巻4号～第35巻3号 発送費 60万円×3号分+70万円×1号分

（4） 広報事業費 2,570,000            2,480,000          90,000
①ホームページ運用事業 690,000 640,000 50,000 ホームページ管理費 11,000円×12カ月、更新費 55万円他

②News Letter 発行事業 1,280,000 1,240,000 40,000 No.39～No.42 製作費（320,000円×4）

③広報媒体発行事業費 600,000 600,000 0 広報用フライヤー　作成および印刷費（再版）

（5） 認定制度運営事業費 5,130,000            5,080,000          50,000

①認定医・専門医制度 3,170,000 3,120,000 50,000

認定審査委員会費・登録経費・指定研修会運営費
専門医問題管理費、採点経費
認定医業務事務委託費 55,000円×12ヶ月分
専門医業務事務委託費 55,000円×12ヶ月分　等

②摂食機能療法
　　　　専門歯科医師制度  560,000  560,000 0

認定審査委員会費・登録経費・研修会運営費 等
摂食機能療法歯科医師業務事務委託費 11,000円×12ヶ月分

③認定歯科衛生士 400,000 400,000 0 認定審査委員会費等

④研修単位管理 1,000,000 1,000,000 0
IDカード発行および発送費 40万円（新入会者・紛失者 分）
単位管理システム運用費 330,000円/年、データ移行費 15,000円（3回）
学術大会時運用費 等

（6） 各種委員会活動事業費 4,930,000 4,430,575 499,425
各種委員会活動経費
（会議費・交通費・活動経費 等、在宅歯科医療関係含む）

（7） 研究調査事業費 28,187,294 38,361,737 △ 10,174,443

2020年度老人保健増進等事業（14,000,000円）
2020年度厚労省委託事業 仮払金（12,087,294円）
2019・2020年度日本歯科医学会プロジェクト研究費（2,000,000円）
日本歯科医学会連合研究助成（100,000円）

（8） 研究業績表彰事業費 1,200,000 1,200,000 0
ライオンアワード（2件）・優秀課題口演賞（2件）
優秀ポスター賞（2件×3部門） +表彰経費

（9） 関連団体交流事業費 2,739,500 2,650,000 89,500

日本老年学会（分担金 200円/2021.2月末日会員数/840,000円予定）
日本歯科医学会（分担金 120,000円）
日本歯科医学会連合（300円×3,965名 2019.9会員数/1,189,500円予定）
日本歯科専門医機構（300,000円/2021年度分）
日本歯学系学会協議会（分担金50,000円）、歯保連（分担金40,000円）
その他 会議出席経費

（10） 国際渉外事業費 600,000 600,000 ― 海外出張費・交流経費 等

（11） その他事業費 84,000 84,000 0
（12） 支部活動費 1,350,000 1,350,000 0 支部セミナー開催支援費

事業費支出計 91,254,794          101,286,312       △ 10,031,518
2

（1） 会議費 1,579,000 1,400,000 179,000 社員総会、理事会、常任理事会、支部長会、各種打ち合わせ 等経費
（2） 通信費 1,580,000            1,580,000          0

①送料・通信費 1,500,000 1,500,000 0 会費請求郵送料、編集・事務用切手代 、市外電話料 他

②メーリングリスト管理費 80,000 80,000 0 代議員ML3,300円×12ヶ月分、会員MM 3300円×12ヶ月分

（3） 事務印刷費 2,050,000 2,050,000 0 総会・各種会議資料、審査資料、印刷代、ｺﾋﾟｰ代  他

（4） 消耗品費 230,000 230,000 0 事務用品代、雑誌発送用・事務用封筒代 他

（5） 業務委託費 6,600,000 6,600,000 0
学会業務事務委託費 532,400円×12ヶ月分（基本料金増分含む）
団体保険事務手数料

（6） 租税公課 558,300 772,300 △ 214,000 法人税、所得税、消費税(前年度収支実績）

（7） 法人運営費 780,000 760,000 20,000
公認会計士顧問料（33,000円×12ヶ月分）、決算書作成費、
司法書士代行費（役員登記 手続き） 等

（8） 雑費 28,128 28,128 0 慶弔費、名誉会員称号記、筆耕料 他

13,405,428          13,420,428         △ 15,000
104,660,222        114,706,740       △ 10,046,518

1,954,848            808,000             1,146,848
1,500,000            800,000             700,000 研究事業積立金 750,000円、用語辞典積立金　750,000円

1,809                 8,000                △ 6,191
453,039              -                      453,039 単年度黒字

4,812,957            2,227,252          2,585,705
5,265,996            2,227,252          3,038,744次期繰越収支差額

事業活動支出計
事業活動収支差額

Ⅱ 基金積立支出
Ⅲ 予備費支出

当期収支差額
前期繰越収支差額

管理費支出計

一般社団法人日本老年歯科医学会2020年度予算（案）

2020年4月1日～2021年3月31日

科       目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

補助金等収入

寄附金収入

雑収入

２．事業活動支出

事業費

管理費



2020年4月1日～2021年3月31日
（単位：円）

A：国際交流特別基金 No.0149794

科目 2020年度予算額 2019年度予算額 備           考

事業活動収入

本会計より積立 0 0

事業活動収入計 0 0

事業活動支出

周年事業積立金へ 3,000,000

事業活動支出計 0 3,000,000

当期収支差額 0 △ 3,000,000

前年度繰越積立額 2,000,000 5,000,000

次年度繰越積立額 2,000,000 2,000,000

B：専門医制度整備特別基金 No.0149809
科目 2020年度予算額 2019年度予算額 備           考

事業活動収入

本会計より積立 0 0

事業活動収入計 0 0

事業活動支出

周年事業積立金へ 0 3,000,000

事業活動支出計 0 3,000,000

当期収支差額 0 △ 3,000,000

前年度繰越積立額 2,000,000 5,000,000

次年度繰越積立額 2,000,000 2,000,000

C：支部整備特別基金 No.0149825
科目 2020年度予算額 2019年度予算額 備           考

事業活動収入

本会計より積立 0 0

事業活動収入計 0 0

事業活動支出

周年事業積立金へ 0 3,000,000

事業活動支出計 0 3,000,000

当期収支差額 0 △ 3,000,000

前年度繰越積立額 1,000,000 4,000,000

次年度繰越積立額 1,000,000 1,000,000

D：用語辞典特別基金 No.0192682 2023年3月31日発刊予定

科目 2020年度予算額 2019年度予算額 備           考

事業活動収入

　一般会計より繰入 750,000 0

事業活動収入計 750,000 0

事業活動支出

0 0

事業活動支出計 0 0

当期収支差額 750,000 0

前年度繰越積立額 4,000,000 4,000,000

次年度繰越積立額 4,750,000 4,000,000

一般社団法人日本老年歯科医学会2020年度 積立金予算（案）



E：周年事業積立金 No.0320015
科目 2020年度予算額 2019年度予算額 備           考

事業活動収入

本会計より積立 800,000

国際交流特別基金 3,000,000

専門医制度整備特別基金 3,000,000

支部整備特別基金 3,000,000

事業活動収入計 0 9,800,000

事業活動支出

準備経費 1,000,000

周年事業費 5,200,000

事業活動支出計 5,200,000 1,000,000

当期収支差額 △ 5,200,000 8,800,000

前年度繰越積立額 12,208,098 2,500,002

次年度繰越積立額 7,008,098 11,300,002

F：研究事業積立金 No.0430612
科目 2020年度予算額 2019年度予算額 備           考

事業活動収入

本会計より積立 750,000 0

事業活動収入計 750,000 0

事業活動支出

0 0

事業活動支出計 0 0

当期収支差額 750,000 0

前年度繰越積立額 500,000 500,000

次年度繰越積立額 1,250,000 500,000

G：渡邉郁馬記念基金 No.0259757
科目 2020年度予算額 2019年度予算額 備           考

事業活動収入

　一般会計より繰入 0 0

事業活動収入計 0 0

事業活動支出

　研究業績表彰事業費 300,000 0

事業活動支出計 300,000 0

当期収支差額 △ 300,000 0

前年度繰越積立額 5,567,844 5,567,844

次年度繰越積立額 5,267,844 5,567,844



会員名 フリガナ 勤務先 支部

1 會田英紀 ｱｲﾀ ﾋﾃﾞｷ 北海道医療大学歯学部高齢者・有病者歯科学 北海道

2 赤泊圭太 ｱｶﾄﾞﾏﾘ ｹｲﾀ 日本歯科大学新潟病院訪問歯科口腔ケア科 新潟県

3 赤松那保 ｱｶﾏﾂ ﾅﾎ 鶴見大学歯学部附属病院 神奈川県

4 秋本和宏 ｱｷﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ しらかば歯科 東京都

5 秋本紗恵子 ｱｷﾓﾄ ｻｴｺ しらかば歯科 東京都

6 淺野隆 ｱｻﾉ ﾀｶｼ 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学分野 千葉県

7 足立融 ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾗ あい・あだちデンタルクリニック 鳥取県

8 阿部仁子 ｱﾍﾞ ｷﾐｺ 日本大学歯学部摂食機能療法学講座 東京都

9 有友たかね ｱﾘﾄﾓ ﾀｶﾈ 日本歯科大学口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ多摩ｸﾘﾆｯｸ 東京都

10 有松ひとみ ｱﾘﾏﾂ ﾋﾄﾐ (一社)大分県歯科衛生士会 大分県

11 飯田崇 ｲｲﾀﾞ ﾀｶｼ 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座 千葉県

12 飯田貴俊 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 神奈川歯科大学大学院歯学研究科全身管理高齢者歯科学分野 神奈川県

13 飯田良平 ｲｲﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座 神奈川県

14 池邉一典 ｲｹﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座 有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野 大阪府

15 石垣博之 ｲｼｶﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 石垣歯科医院 和歌山県

16 石川健太郎 ｲｼｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 昭和大学歯学部ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞ口腔医学講座 口腔衛生学部門 東京都

17 石川茂樹 ｲｼｶﾜ ｼｹﾞｷ 医療法人芽依美会 石川歯科医院 神奈川県

18 石黒幸枝 ｲｼｸﾞﾛ ﾕｷｴ 米原市地域包括医療福祉センターふくしあ 滋賀県

19 石崎憲 ｲｼｻﾞｷ ｹﾝ 東京歯科大学老年歯科補綴学講座 千葉県

20 石田瞭 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳ 東京歯科大学摂食嚥下リハビリテーション研究室 東京都

21 石原広 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 北円山クリエイト歯科 北海道

22 市川哲雄 ｲﾁｶﾜ ﾃﾂｵ 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野 徳島県

23 伊藤加代子 ｲﾄｳ ｶﾖｺ 新潟大学医歯学総合病院口腔リハビリテーション科 新潟県

24 伊藤誠康 ｲﾄｳ ﾏｻﾔｽ 日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座 千葉県

25 糸田昌隆 ｲﾄﾀ ﾏｻﾀｶ 大阪歯科大学 医療保健学部口腔保健学科 大阪府

26 猪越正直 ｲﾉｺｼ ﾏｻﾅｵ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野 東京都

27 伊原良明 ｲﾊﾗ ﾖｼｱｷ 昭和大学歯学部ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞ口腔医学講座リハビリテーション医学部門 東京都

28 今村嘉宣 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 今村歯科医院 神奈川県

29 岩佐康行 ｲﾜｻ ﾔｽﾕｷ 社会医療法人 原土井病院 歯科 福岡県

30 岩﨑正則 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾉﾘ 東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と精神保健研究チーム 東京都

31 上田圭織 ｳｴﾀﾞ ｶｵﾘ 東京医科歯科大学高齢者歯科学分野 東京都

32 植田耕一郎 ｳｴﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 日本大学歯学部摂食機能療法学講座 東京都

33 上田貴之 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 東京歯科大学老年歯科補綴学講座 東京都

34 上田敏雄 ｳｴﾀﾞ ﾄｼｵ 上田歯科医院 佐賀県

35 宇佐美博志 ｳｻﾐ ﾋﾛｼ 愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座 愛知県

36 潮田高志 ｳｼｵﾀﾞ ﾀｶｼ 多摩北部医療センター歯科口腔外科 東京都

37 梅田慈子 ｳﾒﾀﾞ ﾖｼｺ 聖隷三方原病院 静岡県
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会員名 フリガナ 勤務先 支部

38 梅本丈二 ｳﾒﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 福岡大学医学部歯科口腔外科学教室 福岡県

39 江草正彦 ｴｸﾞｻ ﾏｻﾋｺ 岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター 岡山県

40 江面晃 ｴﾂﾞﾗ ｱｷﾗ 日本歯科大学新潟病院総合診療科 新潟県

41 遠藤眞美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾐ 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座 千葉県

42 大井孝 ｵｵｲ ﾀｶｼ 石巻赤十字病院歯科 宮城県

43 大岡貴史 ｵｵｵｶ ﾀｶﾌﾐ 明海大学歯学部機能保存回復学講座摂食嚥下リハビリテーション学分野 埼玉県

44 大神浩一郎 ｵｵｶﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京歯科大学千葉歯科医療センター総合診療科 千葉県

45 大久保真衣 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｲ 東京歯科大学口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室 東京都

46 大嶋依子 ｵｵｼﾏ ﾖﾘｺ 日本歯科大学附属病院歯科衛生士室 東京都

47 大西啓之 ｵｵﾆｼ ｹｲｼﾞ おおにし歯科クリニック 滋賀県

48 大野友久 ｵｵﾉ ﾄﾓﾋｻ 浜松市リハビリテーション病院歯科 静岡県

49 大房航 ｵｵﾌｻ ﾜﾀﾙ 鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座 神奈川県

50 大渡凡人 ｵｵﾜﾀﾘ ﾂﾈﾄ 九州歯科大学歯学部リスクマネジメント歯科学分野 福岡県

51 小笠原正 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀﾀﾞｼ 松本歯科大学大学院口腔健康増進科学講座 長野県

52 岡田和隆 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 北海道大学大学院歯学研究院高齢者歯科学教室 北海道

53 岡田芳幸 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 広島大学病院障害者歯科 広島県

54 岡野佐貴子 ｵｶﾉ ｻｷｺ 聖隷三方原病院 静岡県

55 奥野健太郎 ｵｸﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 大阪歯科大学高齢者歯科学講座 大阪府

56 奥山秀樹 ｵｸﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 佐久市立国保浅間総合病院歯科口腔外科 長野県

57 尾崎研一郎 ｵｻﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 足利赤十字病院リハビリテーション科 栃木県

58 尾崎由衛 ｵｻﾞｷ ﾖｼｴ 歯科医院 丸尾崎 大分県

59 織田展輔 ｵﾀﾞ ﾉﾌﾞｽｹ 織田歯科医院 高知県

60 越智守生 ｵﾁ ﾓﾘｵ 北海道医療大学歯学部ｸﾗｳﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ補綴学分野 北海道

61 小野智史 ｵﾉ ｻﾄｼ 医療法人 仁友会日之出歯科真駒内診療所 北海道

62 小野高裕 ｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野 新潟県

63 小原由紀 ｵﾊﾗ ﾕｷ (独)東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と精神保健研究チーム 東京都

64 加賀谷昇 ｶｶﾞﾔ ﾉﾎﾞﾙ 加賀谷歯科医院 東京都

65 柿本和俊 ｶｷﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ 大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科 大阪府

66 柏﨑晴彦 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾊﾙﾋｺ 九州大学大学院歯学研究院高齢者歯科学・全身管理歯科学分野 福岡県

67 片口宗久 ｶﾀｸﾞﾁ ﾑﾈﾋｻ 一般社団法人 富山県歯科医師会 富山県

68 片倉朗 ｶﾀｸﾗ ｱｷﾗ 東京歯科大学口腔病態外科学講座 東京都

69 金澤学 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

70 金森大輔 ｶﾅﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 藤田医科大学七栗記念病院歯科 三重県

71 金山昇 ｶﾅﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 医療法人 恵公会金山歯科医院 山梨県

72 金子信子 ｶﾈｺ ﾉﾌﾞｺ 学校法人平成医療学園なにわ歯科衛生専門学校 大阪府

73 金久弥生 ｶﾈﾋｻ ﾔﾖｲ 明海大学保健医療学部口腔保健学科 千葉県

74 鎌田政善 ｶﾏﾀ ﾏｻﾖｼ とちはら歯科 群馬県

75 河相安彦 ｶﾜｲ ﾔｽﾋｺ 日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座 千葉県
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76 川島貴重 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｴ 学校法人 小倉学園新宿医療専門学校 東京都

77 川本章代 ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾖ 大阪歯科大学附属病院高齢者歯科学講座 大阪府

78 菊谷武 ｷｸﾀﾆ ﾀｹｼ 日本歯科大学口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ多摩クリニック 東京都

79 菊池雅彦 ｷｸﾁ ﾏｻﾋｺ 東北大学病院総合歯科診療部 宮城県

80 貴島真佐子 ｷｼﾏ ﾏｻｺ 社会医療法人 若弘会わかくさ竜間リハビリテーション病院 大阪府

81 北川栄二 ｷﾀｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ ＪＲ札幌病院歯科口腔外科 北海道

82 北川昇 ｷﾀｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 東京都

83 木村年秀 ｷﾑﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ 造田歯科診療所 香川県

84 木村英敏 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 木村歯科医院 青森県

85 草間里織 ｸｻﾏ ｻｵﾘ 昭和大学横浜市北部病院 神奈川県

86 窪木拓男 ｸﾎﾞｷ ﾀｸｵ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野 岡山県

87 久保田一政 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾏｻ 東京医科歯科大学高齢者歯科学分野東京医科歯科大学歯学部ｽﾍﾟｼｬﾙｹｱ1 東京都

88 久保田潤平 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 九州歯科大学生体機能学講座老年障害者歯科学分野 福岡県

89 久保田智彦 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾋｺ 社会福祉法人若楠 若楠療育園 佐賀県

90 隈倉慎介 ｸﾏｸﾗ ｼﾝｽｹ くまくら歯科医院 埼玉県

91 蔵本千夏 ｸﾗﾓﾄ ﾁｶ 医療法人静和会 浅井病院歯科診療部 千葉県

92 栗原由紀夫 ｸﾘﾊﾗ ﾕｷｵ 栗原歯科医院 静岡県

93 玄景華 ｹﾞﾝ ｹｲｶ 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野 岐阜県

94 古池崇志 ｺｲｹ ﾀｶｼ 東京歯科大学老年歯科補綴学講座 千葉県

95 越野寿 ｺｼﾉ ﾋｻｼ 北海道医療大学歯学部咬合再建補綴 北海道

96 小柴慶一 ｺｼﾊﾞ ｹｲｲﾁ こしば歯科医院 埼玉県

97 小玉剛 ｺﾀﾞﾏ ﾂﾖｼ こだま歯科医院 東京都

98 児玉実穂 ｺﾀﾞﾏ ﾐﾎ 日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科 東京都

99 小林健一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ こばやし歯科クリニック 東京都

100 小林直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 特定医療法人 万成病院 岡山県

101 駒ヶ嶺友梨子 ｺﾏｶﾞﾐﾈ ﾕﾘｺ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

102 小松知子 ｺﾏﾂ ﾄﾓｺ 神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座 障害者歯科学 神奈川県

103 小見山道 ｺﾐﾔﾏ ｵｻﾑ 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座 千葉県

104 小向井英記 ｺﾑｶｲ ﾋﾃﾞｷ 小向井歯科クリニック 奈良県

105 権田知也 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 大阪大学大学院歯学研究科有床義歯補綴学高齢者学分野 大阪府

106 近藤尚知 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻﾄﾓ 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座 岩手県

107 齊藤朋愛 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾖｼ 齊藤歯科医院 福井県

108 酒井克彦 ｻｶｲ ｶﾂﾋｺ 東京歯科大学市川総合病院オーラルメディシン・病院歯科学講座 千葉県

109 阪口英夫 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 医療法人永寿会 陵北病院歯科診療部 東京都

110 坂口勝 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 坂口歯科診療所 大阪府

111 佐々木啓一 ｻｻｷ ｹｲｲﾁ 東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野 宮城県

112 貞森紳丞 ｻﾀﾞﾓﾘ ｼﾝｽｹ 厚生労働省 中国四国厚生局岡山事務所 岡山県

113 佐藤亨 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座 東京都
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114 佐藤裕二 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 東京都

115 佐藤佑介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

116 佐藤由紀子 ｻﾄｳ ﾕｷｺ 社会福祉法人長寿村 介護老人保健施設大田ナーシングホーム翔裕園 東京都

117 澤島果林 ｻﾜｼﾏ ｶﾘﾝ 静岡県

118 三條祐介 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｽｹ 東京歯科大学市川総合病院 千葉県

119 七田俊晴 ｼﾁﾀ ﾄｼﾊﾙ 昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 東京都

120 品川隆 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 平成横浜病院 歯科口腔外科 神奈川県

121 篠崎千奈 ｼﾉｻﾞｷ ﾁﾅ しのざき歯科医院 埼玉県

122 清水潤 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 高木歯科医院 島根県

123 清水崇雪 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 清水歯科 愛知県

124 下平修 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｵｻﾑ 昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 東京都

125 白井肇 ｼﾗｲ ﾊｼﾞﾒ 岡山大学病院 総合歯科 岡山県

126 白野美和 ｼﾛﾉ ﾐﾜ 日本歯科大学新潟病院総合診療科 新潟県

127 菅武雄 ｽｶﾞ ﾀｹｵ 鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座 神奈川県

128 菅野亜紀 ｽｶﾞﾉ ｱｷ 東京歯科大学短期大学 東京都

129 杉原直樹 ｽｷﾞﾊﾗ ﾅｵｷ 東京歯科大学衛生学講座 東京都

130 杉山哲也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂﾔ 東京歯科大学千葉歯科医療センター摂食嚥下リハビリテーション科 千葉県

131 鈴木哲也 ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ 東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科 口腔機能再建技工学分野 東京都

132 鈴木典子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座 神奈川県

133 鈴木啓之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

134 鈴木史彦 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾋｺ 奥羽大学歯学部口腔外科学講座歯科麻酔学分野 福島県

135 須田牧夫 ｽﾀﾞ ﾏｷｵ 医療法人社団　横浜みらい会横浜南仲通歯科 神奈川県

136 角保徳 ｽﾐ ﾔｽﾉﾘ 国立長寿医療研究センター歯科口腔先端医療開発センター 愛知県

137 高木治仁 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾋﾄ 高木歯科医院 石川県

138 髙橋一也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 大阪歯科大学高齢者歯科学講座 大阪府

139 髙橋健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 常陸大宮市国民健康保険美和診療所 茨城県

140 高橋賢晃 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｱｷ 日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科 東京都

141 高橋徳昭 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｱｷ 伊予市国民健康保険直営中山歯科診療所 愛媛県

142 高端泰伸 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾌﾞ 高端歯科 兵庫県

143 髙橋裕 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ 福岡歯科大学 福岡県

144 髙濱豊 ﾀｶﾊﾏ ﾕﾀｶ 愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座 愛知県

145 高柳久与 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾋｻﾖ 聖隷三方原病院リハビリテーション部 静岡県

146 武井典子 ﾀｹｲ ﾉﾘｺ 公益財団法人 ﾗｲｵﾝ歯科衛生研究所研究開発室 東京都

147 竹内一夫 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｵ 愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座 愛知県

148 竹内周平 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾍｲ 医療法人社団 竹印竹内歯科医療院 東京都

149 竹島浩 ﾀｹｼﾏ ﾋﾛｼ 明海大学歯学部病態診断治療学講座顎顔面外科学分野Ⅰ 埼玉県

150 武部純 ﾀｹﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 愛知学院大学歯学部有床義歯学講座 愛知県

151 田地豪 ﾀﾁﾞ ﾂﾖｼ 広島大学大学院医系科学研究科口腔生物工学研究室 広島県
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152 田中彰 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座 新潟県

153 田中彰 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ タナカ歯科医院 山口県

154 田中清雄 ﾀﾅｶ ｷﾖｵ 愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座 愛知県

155 田中敏光 ﾀﾅｶ ﾄｼﾐﾂ 田中歯科医院 埼玉県

156 田中信和 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 大阪大学歯学部顎口腔機能治療部 大阪府

157 田中祐子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ 日本歯科大学口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ多摩クリニック 東京都

158 谷口裕重 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｼｹﾞ 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野 岐阜県

159 田原靖章 ﾀﾊﾗ ﾔｽｱｷ タハラデンタルクリニック 千葉県

160 玉置勝司 ﾀﾏｷ ｶﾂｼ 神奈川歯科大学大学院歯学研究科顎咬合機能回復補綴医学分野 神奈川県

161 田村暢章 ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 明海大学歯学部 埼玉県

162 田村文誉 ﾀﾑﾗ ﾌﾐﾖ 日本歯科大学口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ多摩クリニック 東京都

163 津賀一弘 ﾂｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 広島大学大学院医系科学研究科先端歯科補綴学研究室 広島県

164 角町正勝 ﾂﾉﾏﾁ ﾏｻｶﾂ 角町歯科医院 長崎県

165 寺尾導子 ﾃﾗｵ ﾐﾁｺ 医療法人臨生会 吉田歯科分院 北海道

166 寺中智 ﾃﾗﾅｶ ｻﾄｼ 足利赤十字病院 リハビリテーション科 栃木県

167 戸原雄 ﾄﾊﾗ ﾀｶｼ 日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック 新潟県

168 戸原玄 ﾄﾊﾗ ﾊﾙｶ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食嚥下リハビリテーション学分野 東京都

169 冨田健嗣 ﾄﾐﾀ ｹﾝｼﾞ 冨田歯科 愛知県

170 内藤真理子 ﾅｲﾄｳ ﾏﾘｺ 広島大学大学院医歯薬保健学研究科口腔保健疫学研究室 広島県

171 永尾寛 ﾅｶﾞｵ ｶﾝ 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野 徳島県

172 永尾康 ﾅｶﾞｵ ﾔｽｼ 埼玉県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ歯科診療部 歯科診療科 埼玉県

173 中川量晴 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾊﾙ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

174 中島純子 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 東京歯科大学老年歯科補綴学講座 東京都

175 中津百江 ﾅｶﾂ ﾓﾓｴ 岡根歯科医院 東京都

176 中根綾子 ﾅｶﾈ ｱﾔｺ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

177 中村康典 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ (独)国立病院機構鹿児島医療センター 歯科口腔外科 鹿児島県

178 中山渕利 ﾅｶﾔﾏ ｴﾝﾘ 日本大学歯学部摂食機能療法科 東京都

179 那須郁夫 ﾅｽ ｲｸｵ 北原学院歯科衛生専門学校 千葉県

180 難波亮二 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｮｳｼﾞ なんば歯科医院 大分県

181 二川浩樹 ﾆｶﾜ ﾋﾛｷ 広島大学大学院医歯薬保健学研究科口腔生物工学研究室 広島県

182 西恭宏 ﾆｼ ﾔｽﾋﾛ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面補綴学分野 鹿児島県

183 西川毅 ﾆｼｶﾜ ﾀｹｼ 西川歯科医院 長野県

184 西村正宏 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面補綴学分野 鹿児島県

185 西脇恵子 ﾆｼﾜｷ ｹｲｺ 日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科 東京都

186 野口智子 ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 昭和大学歯学部高齢者歯科学教室 東京都

187 野末真司 ﾉｽﾞｴ ｼﾝｼﾞ 昭和大学ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞ口腔医学講座口腔リハビリテーション医学部門 東京都

188 野原幹司 ﾉﾊﾗ ｶﾝｼﾞ 大阪大学歯学部附属病院顎口腔機能治療部 大阪府

189 野本亜希子 ﾉﾓﾄ ｱｷｺ 浜松市リハビリテーション病院歯科 静岡県
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会員名 フリガナ 勤務先 支部

190 蓜島弘之 ﾊｲｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 松本歯科大学地域連携歯科学講座 長野県

191 長谷剛志 ﾊｾ ﾀｶｼ 公立能登総合病院 歯科口腔外科 石川県

192 長谷川洋人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 長谷川歯科医院 茨城県

193 畠山桂郎 ﾊﾀｹﾔﾏ ｹｲﾛｳ 畠山歯科医院 秋田県

194 服部佳功 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾉﾘ 東北大学大学院歯学研究科加齢歯科学分野 宮城県

195 花形哲夫 ﾊﾅｶﾞﾀ ﾃﾂｵ 花形歯科医院 山梨県

196 濵洋平 ﾊﾏ ﾖｳﾍｲ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

197 羽村章 ﾊﾑﾗ ｱｷﾗ 日本歯科大学生命歯学部高齢者歯科学 東京都

198 林　甫 ﾊﾔｼ ﾊｼﾞﾒ 林歯科医院 京都府

199 原豪志 ﾊﾗ ｺｳｼﾞ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

200 原哲也 ﾊﾗ ﾃﾂﾔ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科咬合・有床義歯補綴学分野 岡山県

201 久野彰子 ﾋｻﾉ ｱｷｺ 日本医科大学付属病院口腔科 東京都

202 日山邦枝 ﾋﾔﾏ ｸﾆｴ 昭和大学図書館 東京都

203 平塚正雄 ﾋﾗﾂｶ ﾏｻｵ 医療法人 博仁会福岡リハビリテーション病院歯科 福岡県

204 平野浩彦 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾋｺ (独)東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科 東京都

205 弘田克彦 ﾋﾛﾀ ｶﾂﾋｺ 高知学園短期大学医療衛生学科歯科衛生専攻 高知県

206 弘中祥司 ﾋﾛﾅｶ ｼｮｳｼﾞ 昭和大学歯学部ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞ口腔医学講座 口腔衛生学部門 東京都

207 深山治久 ﾌｶﾔﾏ ﾊﾙﾋｻ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科麻酔･生体管理学分野 東京都

208 福永暁子 ﾌｸﾅｶﾞ ｱｷｺ 聖隷浜松病院歯科 静岡県

209 藤井航 ﾌｼﾞｲ ﾜﾀﾙ 九州歯科大学口腔保健学科地域・多職種連携教育ユニット 福岡県

210 藤田尚 ﾌｼﾞﾀ ﾋｻｼ 新潟県立看護大学 新潟県

211 藤原ゆみ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾐ 一般社団法人 岡山県歯科衛生士会 岡山県

212 古瀬信久 ﾌﾙｾ ﾉﾌﾞﾋｻ 医療法人社団 医信会古瀬歯科医院 東京都

213 古屋純一 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 東京都

214 外園智唯 ﾎｶｿﾞﾉ ﾄﾓﾀﾀﾞ 江戸川区口腔保健センター 東京都

215 星野由美 ﾎｼﾉ ﾕﾐ 神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科 神奈川県

216 細矢哲康 ﾎｿﾔ ﾉﾘﾔｽ 鶴見大学歯学部歯内療法学講座 神奈川県

217 堀一浩 ﾎﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野 新潟県

218 堀健介 ﾎﾘ ｹﾝｽｹ ほり歯科医院 宮崎県

219 前川賢治 ﾏｴｶﾜ ｹﾝｼﾞ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野 岡山県

220 町田麗子 ﾏﾁﾀﾞ ﾚｲｺ 日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科 東京都

221 松尾浩一郎 ﾏﾂｵ ｺｳｲﾁﾛｳ 藤田医科大学歯科・口腔外科学講座 愛知県

222 松村圭祐 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲｽｹ 昭和大学歯科病院高齢者歯科学講座 東京都

223 松村英雄 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 東京都

224 松本信久 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｻ 松本歯科医院 熊本県

225 松山美和 ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾜ 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔機能管理学分野 徳島県

226 馬見塚賢一郎 ﾏﾐﾂﾞｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 医療法人社団 成扶会馬見塚デンタルクリニック 東京都

227 三浦宏子 ﾐｳﾗ ﾋﾛｺ 北海道医療大学歯学部保健衛生学分野 北海道
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会員名 フリガナ 勤務先 支部

228 三浦雅明 ﾐｳﾗ ﾏｻｱｷ 埼玉県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ歯科診療部 埼玉県

229 水橋史 ﾐｽﾞﾊｼ ﾌﾐ 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第１講座 新潟県

230 皆木省吾 ﾐﾅｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科咬合・有床義歯補綴学分野 岡山県

231 水口俊介 ﾐﾅｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野 東京都

232 宮城敦 ﾐﾔｷﾞ ｱﾂｼ 神奈川歯科大学全身管理医歯学講座障害者歯科学分野 神奈川県

233 宮本佳宏 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座 愛知県

234 村田比呂司 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｼ 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科補綴学分野 長崎県

235 元橋靖友 ﾓﾄﾊｼ ﾔｽﾄﾓ 社会医療法人財団 大和会武蔵村山病院歯科 東京都

236 森崎重規 ﾓﾘｻｷ ｼｹﾞｷ 医療法人 鶴岡クリニック歯科・口腔外科 大分県

237 森下志穂 ﾓﾘｼﾀ ｼﾎ 明海大学保健医療学部口腔保健学科 千葉県

238 森田薫 ﾓﾘﾀ ｶｵﾙ 森田歯科医院 広島県

239 森田一彦 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾋｺ 森田歯科医院 静岡県

240 森田浩光 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾐﾂ 福岡歯科大学　口腔歯学部総合歯科学講座　訪問歯科センター 福岡県

241 安田順一 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野 岐阜県

242 栁澤光一郎 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 新前橋歯科医院 群馬県

243 山内智博 ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓﾋﾛ がん・感染症センター都立駒込病院 歯科・口腔外科 東京都

244 山口麻子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｻｺ 昭和大学病院歯科・歯科口腔外科 東京都

245 山崎裕 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾀｶ 北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室 北海道

246 山下佳雄 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｵ 佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座 佐賀県

247 山本健 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ 鶴見大学歯学部地域歯科保健学 神奈川県

248 山森徹雄 ﾔﾏﾓﾘ ﾃﾂｵ 奥羽大学歯学部歯科補綴学講座 福島県

249 吉岡裕雄 ﾖｼｵｶ ﾋﾛｵ 日本歯科大学新潟病院訪問歯科口腔ケア科 新潟県

250 吉川峰加 ﾖｼｶﾜ ﾐﾈｶ 広島大学大学院医歯薬保健学研究科先端歯科補綴学 広島県

251 吉田光由 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ 広島大学大学院医系科学研究科先端歯科補綴学研究室 広島県

252 吉成伸夫 ﾖｼﾅﾘ ﾉﾌﾞｵ 松本歯科大学歯科保存学講座(歯周) 長野県

253 米山武義 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹﾖｼ 米山歯科クリニック 静岡県

254 竜正大 ﾘｭｳ ﾏｻﾋﾛ 東京歯科大学老年歯科補綴学講座 東京都

255 若林則幸 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾕｷ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 部分床義歯補綴学 東京都

256 渡邉哲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座 愛知県

257 渡邊裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室 北海道

258 渡部芳彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋｺ 東北福祉大学総合マネジメント学部 宮城県
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常 理事 幹事 担当役員

1 理事長　　　　　　　　　 ○ 水口俊介 金澤　学

2 副理事長 (定款第18条2の副理事長） ○ 羽村　章 －

3 副理事長 ○ 片倉　朗 －

4 総務担当 ○ 上田貴之 竜　正大

5 学術担当 ○ 池邉一典 高橋利士 水口俊介

6 編集担当 ○ 小野高裕 堀　一浩 片倉　朗

7 財務担当 ○ 山崎　裕 岡田和隆 羽村　章

（渉外／IAGG-AOR） ○ 松尾浩一郎 －

8 教育担当 小笠原　正 中根綾子 羽村　章

9 社会保険担当 菊谷　武 佐川敬一朗 水口俊介

10 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ担当 戸原　玄 原　豪志 片倉　朗

11 在宅歯科医療 佐藤　裕二 古屋純一 水口俊介

12 摂食嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ担当 吉田　光由 高橋賢晃 片倉　朗

13 国際渉外担当 松尾浩一郎 太田　緑 水口俊介

14 広報担当 河相安彦 伊藤誠康 水口俊介 理事長指名

15 研修担当 竹島　浩 田村暢章 片倉　朗 理事長指名

16 学術用語担当 大神浩一郎 大久保真衣 羽村　章

17 歯科衛生士関連担当 石黒幸枝 小原由紀 水口俊介

18 認定制度担当 柏崎晴彦 山添淳一 片倉　朗 理事長指名

19 専門医試験問題担当 高橋一也 川本章代 羽村　章

20 多職種連携担当 岩佐康行 若杉葉子 片倉　朗

21 支部組織・地域保健医療福祉担当 平野浩彦 小原由紀 羽村　章

22 学会間連携担当 弘中祥司 石川健太郎 片倉　朗 理事長指名

23 表彰担当 米山武義 森田一彦 羽村　章

24 規程担当 阪口英夫 遠藤眞美 片倉　朗 理事長指名

25 倫理担当 服部佳功 田中恭恵 羽村　章 理事長指名

26 倫理審査担当 糸田昌隆 貴島真佐子 水口俊介 理事長指名

27 利益相反担当 菅　武雄 赤松那保 羽村　章 理事長指名

28 特任委員会（病院歯科）担当 大野友久 尾崎研一郎 水口俊介

29 會田英紀 － 理事長指名

30 渡邊　裕 - 理事長指名

監事（2名） 森戸光彦 山根源之

一般社団法人日本老年歯科医学会　役員名簿
（2020-2021年度）



名誉会員候補者：下山和弘 

推薦理事   ：水口俊介、戸原 玄 

【学会活動歴】 

入会日：1990年 3月 1日 

代議員：1992年 4月就任 現在に至る 

理 事：1996年 4月就任 現在に至る 

常任理事：1996年 4月就任 現在に至る 

常任理事担当：会計、歯科衛生士、認定制度 を歴任 

副理事長：2014年 6月～2018年 6月 

編集委員会 委員長：2010年 6月～2012 年 6月 

特任委員会（代議員選出）委員長：2018年 6月～2020年 6月 

第 22回学術大会 大会長 

 

名誉会員候補者：櫻井 薫 

推薦理事   ：上田貴之、那須郁夫 

【学会活動歴】 

入会日：1990年 5月 10日 

代議員：1998年 4月就任 現在に至る 

理 事：2000年 4月就任 現在に至る 

常任理事：2002年 4月就任 現在に至る 

常任理事担当：学術教育、会計、認定制度 を歴任 

理事長：2014年 6月～2018年 6月 

副理事長：2012年 6月～2014年 6月 

学術委員会 委員長：2010年 6月～2012 年 6月 

第 28回学術大会大会長（2017年 6月開催） 

 

名誉会員候補者：高井良招 

推薦理事   ：那須郁夫、渡邊 裕 

【学会活動歴】 

入会日：1996年 6月 27日 

代議員：2006年 6月～現在に至る 

理 事：2008年 6月～2018年 6月 

学会間連携委員会 委員長：2014年 6月～2016年 6月 

規程委員会 委員長：2016年 6月～2018 年 6月 

 

 



名誉会員候補者：福島正義 

推薦理事   ：水口俊介、小野高裕 

【学会活動歴】 

入会日：1991年 11月 4日 

代議員：2004年 4月就任 現在に至る 

理 事：2016年 6月～2018年 6月 

教育問題検討委員会 委員長：2016年 6月～2018年 6月 

 

 

名誉会員候補者：眞木吉信 

推薦理事   ：羽村 章、上田貴之 

【学会活動歴】 

入会日：1986年 4月 1日 

代議員：1991年 4月就任 現在に至る 

理 事：1996年 4月就任 現在に至る 

常任理事：1996年 4月～2014年 6月 

常任理事担当：編集、渉外・広報、学術用語 を歴任 

国際渉外委員会 委員長：2010年 6月～2012年 6月 

教育問題検討委員会 委員長：2012年 6月～2014年 6月 

学術用語委員会 委員長：2014年 6月～現在に至る 

 

 











































































































2020.6.19 

日本老年歯科医学会理事長報告（2018.6-2020.6） 

佐藤裕二 

 

2018.9 会員向けメールマガジンの配信開始 

2018.10 「わが国の歯科衛生士養成校における老年歯科医学教育の実態」公表 

2018.10.18-19 台湾老年口腔医学会（TGA) との交流（台湾・高雄）：佐藤裕二 

2018.10.31 ECG との交流協定を締結 

2018.11.1 口腔機能低下症説明用資料を公開 

2018.12.22.23 台日老年歯科シンポジ ウム 

2018.12 「口腔機能低下症」患者向けパンフレットを公開 

2018.12 かかりつけ歯科医のための口腔機能低下症入門（学会監修） 

2019.3 要介護高齢者の口腔・栄養管理のガイドラインを公開 

2019.3.23-24 第 1 回日台高齢者歯科サミット 

2019.5.16-17 29th Annual Congress of the European College of Gerodontology（ECG） 

2019.6.6 口腔機能低下症 患者さん配布用紙を公開 

2019.6.6 認知症の人への歯科治療ガイドライン 

2019.6.6 認定制度改正：専門医制度と認定医制度の統合 

2019.9 Twitter（公式）開始 

2019.10.25 11th IAGG Asia/Oceania：IAGG-TAGD Joint Symposium 

2019.12 会員数 4000 名突破 

2019.12.13 脳卒中患者への医科歯科連携に関するガイドブック：発行 

2019.12.22 台湾歯科医師会・台湾老年歯科医学会 合同シンポジウム 

2020.1.19 公式 Fackbookページの移行 

2020.3.29 日本歯科医学会「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」作成支援 

2020.4.2 「非経口摂取患者の口腔粘膜処置について」作成公表 

2020.4.3 「在宅歯科医療における COVID-19 への対策に関する注意喚起」作成公表 

2020.6.10 かかりつけ歯科医のため口腔機能低下症入門 発行（本学会監修） 

2020.6 「多職種連携のための略語・業界用語一覧」作成公表 

2020.6 老年歯科医学教育基準作成公表 

2020.6 診療参加型臨床実習マニュアル「移乗」作成公表 

2020.6 診療参加型臨床実習マニュアル「嚥下内視鏡検査」作成公表 

2020.6 地域包括ケアシステムのフォローアップならびに情報共有化に向けた取り組みに関する調査報告 

2020.6 訪問診療での歯科臨床 在宅歯科医療をさらに高める Clinical Questions と Questions & Answers：作成公表 

2020.6 英語版「Home Visiting Dental Treatment Manual」別冊電子ジャーナル 

 

歯科方言辞典、口腔機能年齢は未完成 



・個人会員 県別分布表 2020年6月10日現在

北海道 161 東京都 900 滋賀県 25 香川県 33

青森県 14 神奈川県 387 京都府 34 愛媛県 25

岩手県 40 新潟県 97 大阪府 273 高知県 21

宮城県 77 富山県 15 兵庫県 98 福岡県 254

秋田県 16 石川県 20 奈良県 33 佐賀県 16

山形県 10 福井県 5 和歌山県 8 長崎県 35

福島県 34 山梨県 20 鳥取県 15 熊本県 31

茨城県 37 長野県 44 島根県 19 大分県 18

栃木県 26 岐阜県 58 岡山県 115 宮崎県 14

群馬県 30 静岡県 86 広島県 107 鹿児島県 64

埼玉県 149 愛知県 207 山口県 18 沖縄県 35

千葉県 228 三重県 26 徳島県 36 外国 2

合計 4,016

個人会員 3,741 個人会員 3,906 個人会員 4,016

  正会員 3,707   正会員 3,872   正会員 3,982

  名誉会員 34   名誉会員 34   名誉会員 34

賛助会員 21 賛助会員 21 賛助会員 23

合計 3,762 合計 3,927 合計 4,039

正会員内訳 歯科医師 3,288 歯科衛生士 548

その他 180

入退会（2019年4月1日～2020年3月31日）

入会 退会 自然退会 増減

個人会員 393 181 80 132

賛助会員 1 1 0 0

入退会（2020年4月1日～2020年6月10日）

入会 退会 増減

個人会員 200 15 185

賛助会員 2 0 2

認定制度 認定者数（2020年6月10日現在）

認定医 専門医 指導医 合計

252 81 185 518
※指導医は専門医認定者

82

認定歯科衛生士 90

会費納入率（2020年6月10日現在）

2020年度分まで納入 23.6 ％

2019年度分まで納入 87.5 ％

2018年度分まで納入 95.5 ％

摂食機能療法専門歯科医師

会員数（2020年6月10日現在）会員数（2020年3月31日現在）会員数（2019年3月31日現在）

（医師、保健師、看護師、管理栄養士、言語聴覚士、介護関係の専門職、
　ﾒｰｶｰ等、研究職、学校関係者、薬剤師、歯科助手、放射線技師、
　地方自治体職員 等含む）

(歯科医師内訳：
　　大学関係 1,187名、病院勤務 914名、開業医 1,028名、その他 159名）



2020.6.19 

報告事項（その他） 
佐藤裕二 

 

７．日本歯科医学会報告 

 

・2019.6から常任理事に選出され、会務を担当（任期は 2021.6） 

・歯科医療協議会でタイムスタディを担当し、中間報告作成・公開 

・その他の活動に関しては、歯科医学会 HP参照 

 

 

８．日本歯科医学会連合報告 

 

・歯科医師会から独立した組織（独自の事務所） 

・専門医機構と連携 

 

 

11．日本歯科専門医機構 

 

・専門医制度に関して 2回のWS開催 

・口腔外科、歯科麻酔、歯周病、小児歯科、歯科放射線 は認定作業中 

・保存、補綴、インプラント、矯正歯科 は申請中 

・総合歯科は検討中（老年歯科、障害者歯科，有病者歯科，歯科医学会連合，，，） 

 

 

12．日本老年学会報告 

 

・第 32回老年学会(合同）：名古屋 2021/6/11-13：シンポジウムテーマ 15案検討中 

・IAGG2021：アルゼンチン 2021.6.20-24（ここで IAGG2029開催地決定） 

・IAGG2023 アジアオセアニア：2023/6/12-15 横浜パシフィコ 

  大会長：鳥羽研二先生（東京都健康長寿医療センター） 

  委員長：荒井秀典先生（老年医学会） 

  副大会長：各学会の理事長 

  本学会からは，財務：下山先生，学術：櫻井先生 

  ※第 33回老年学会(合同）が引き続き 2023/6/16-18に開催：会長：大内先生 

  （本学会の大会長を決める必要あり 2021.1までには） 

  参考：第 34回老年学歯科医学会(単独）：2024.6.??：大会長未定（2021.12決定予定） 

・第 34回老年学会(合同）：未定 2025/6  

・IAGG2025アムステルダム 2025.8.3-7 

・IAGG2029 京都 2029.6. 立候補 

・名誉会員：渡辺郁馬先生，山根源之先生，森戸光彦先生の 3名のみ→推薦を検討？ 



歯学系学会協議会 報告 

 

１． 新型コロナウィルス感染が拡大し収束しない状況から、6 月 18 日(木)

に予定していた講演会は中止とし、理事会等も Web会議で行っている。 

6 月 24 日(水)に行われる総会は、規模を縮小して口腔保健協会内の会議

室で行うこととなった。 

 

２． 理事選挙の結果、2020-21年度から 2年の役員は以下の通り決定した（敬

称略）。 

【理事長】羽村 章（日本老年歯科医学会、日本総合歯科学会） 

【副理事長】今井 裕（日本有病者歯科医療学会） 

外木 守雄（日本睡眠歯科学会） 

【常任理事】井上 富雄（歯科基礎医学会） 

末瀬 一彦（日本歯科技工学会、日本デジタル歯科学会） 

鄭 漢忠（日本口腔外科学会） 

中村 誠司（日本口腔内科学会） 

馬場 一美（日本補綴歯科学会） 

【理 事】 浅海 淳一（日本歯科放射線学会、岡山歯学会） 

石井 信之（日本歯科保存学会） 

伊藤 孝訓（日本口腔診断学会） 

志賀 博（日本歯科大学歯学会） 

丹沢 秀樹（日本口腔科学会） 

村上 伸也（日本歯周病学会） 

依田 哲也（日本顎関節学会） 

 

なお監事は前年度に引き続き、尾松 素樹（日本歯科医師会）、山根 源之（東

京歯科大学名誉教授）両先生にお願いした。 

 

３． 本年 1 月 30 日に開催した講演会「基礎と臨床の連携」のプロシーデ

ィングが完成し、歯学協の HPに掲載した。 

以上 

 


