
○平成 20年度日本歯科医史学会理事会議事録

(平成 20年 10月 3日 (金)

午後 6時 30分 ～7時 30分  於 :東京ガーデンパレス)

出席者 :工藤逸郎,高 北義彦,斎 藤貞雄,下 総高次,

新藤恵久,瀬 戸暁一,西 巻明彦,樋 口輝雄,

森山徳長,渋 谷 鉱  各 理事

長谷川正康,戸 出一郎 各 監事

記 録 :渋谷 鉱

I.報 告事項

1.平 成 19年度庶務報告 (平成 20年 9月 末日まで)

新入会員 7名 ,退 会者 7名

死亡 :榊原悠紀田郎,井 上幸泰,古 賀賢一
,中 沢

勇

現在会員数 506名

2.平 成 19年 度事業報告

1)日 本歯科医史学会々誌 第 27巻 2号

(2007,9)の発刊

2)第 35回 日本歯科医史学会学術大会

第 35回 日本歯科医史学会総会 ・学術大会は

平成 19年 9月 29日 (土),杉 本是孝会長 (日本

大学会館)で 行われた。

3)日 本歯科医史学会例会の開催

平成 19年 日本歯科医史学会例会が行われた。

通算第 354回 ～第 362回

4)平 成 19年 4学 会合同例会 (12月 8日 :順天

堂大学 i日本医史学会, 日本歯科医史学会,

日本薬史学会, 日本獣医史学会)へ の参加 ・

発表

「歯科治療 と麻酔の歴史―絵画を中心に一」

別部智司

3 平 成 20年 度学術大会について

第 36回 日本歯科医史学会総会 ・学術大会は瀬

戸晩一会長で行 われ る。平成 20年 10月 4日

(上)会 長講演,特 別講演,一 般演題 24題 の予定

である.

4 日 本歯科医学会関係 (平成 19年度)

1)日 本歯科医学会評議員会

(1)第 78回 評議員会 (平成 19年 7月 23日 )
,一般会務報告  ・ 会計現況報告
・平成 19年度学会会計収支決算

(2)第 79回 評議員会 (平成 20年 1月 21日 )
。一般会務報告  ・ 会計現況報告
・日本歯科医学会規則の一部改正
。日本歯科医学会専門分科会および認定分科

会承認基準の一部改正
・平成 20年 度 日本歯科医学会事業計画 ・学

会会計収支予算

2)日 本歯科医学会第 1回代表者会議

(平成 20年 3月 7日 )

3)日 本歯科医学会会長賞受賞者
・研究

石橋克遣 (鶴見大学教授)

下岡正八 (日本歯科大学教授)

石川 烈 (東京医科歯科大学名誉教授)
・教育

村山洋二 (岡山大学名誉教授)

木村光孝 (九州歯科大学名誉教授)

中村正明 (大阪歯科大学教授)
・地域歯科医療

渡口進一 (沖縄県歯科医師会会員)

4)学 術研究委員会

第 24回 「歯科医学を中心 とした総合的研究

を推進する集い」が平成 20年 1月 12日 に開催

された。

第 21回 日本歯科医学会総会について

1)日 本大学学祖山田顕義伯爵の歯科所見につい

て              工 藤 逸 郎

2)歯 科黎明期における中村正修 と一井正典

松本 音 一

3)歯 科免許第一号 小 幡英之助の受験願書
―内閣文庫蔵 「東京府史料 ・政治部衛生明治

八年」よリー 樋口 輝 雄

4)古 典文献からみる舌診の思想  西 巻 明 彦

5)病 草紙にみられる新知見    屋 代 正 幸

6)歯 科医師の死因分析 ― 一般国民 との比較―

石橋  肇

7)報 道機関紙 (誌)に みられる歯科医療事故 ・

訴訟の推移について (過去 29年 間の分析か

ら) 加末 洋 子

8)血 脇守之助 「次回国際歯科医学会議を日本に

開催せんとする希望に対する意見書」(R召和 6

年 2月)か ら 山口 秀 紀

Ⅱ 審 議事項

1.平 成 19年度会計決算について

平成 19年 度会計決算 (一般会計および特別会

計)に ついて協議し,承 認された.

2 平 成 21年 度事業計画について承認された

1)第 37回 日本歯科医史学会総会 ・学術大会の

開催

2)歯 学史例会の開催

3)日 本歯科医史学会々誌の発刊

4)4学 会合同 12月例会への参加 ・発表

5)学 会ホームベージ上の学会誌アーカイブ

6)そ の他
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2.平 成 21年 度予算案について

平成 21年 度予算案について協議 し,原 案通 り

承認された.

3.平 成 20年 度修正予算案について

平成 20年 度修正予算案について協議 し,原 案

通 り承認された.

4.役 員推薦について

理事 石 井拓男 (東京歯科大学社会歯科学教授)

を役員会および総会に推薦することとした。

5。 第 37回 (平成 21年 度)日本歯科医史学会総会 ・

学術大会会長推薦の作

石井拓男 (東京歯科大学社会歯科学教授)に 決定

し,役 員会および総会に諮ることとした。

○平成 20年度日本歯科医史学会役員会議事録

(平成20年 10月 4日 於 :鶴見大学会館)

I.報 告事項について理事会と同内容について報告し

た,

I.審 議事項について理事会と同内容について諮り承

認された。

○平成 20年度日本歯科医史学会総会議事録

(平成 20年 10月 4日 於 :鶴見大学会館)

I.報 告事項について理事会と同内容について報告し

た,

I.審 議事項について理事会と同内容について諮り承

認された。
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