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日本総合歯科学会会則 

 

2013年 11月 15日制定 

2013年 11月 16日施行 

2014年 11月 29日制定 

2015年 04月 01日施行 

2017年 11月 03日施行 

2019年 11月 02日施行 

 

第 1章 総則 

 

（名称） 

第 1 条 本学会は日本総合歯科学会（英文名：Japanese Society of the General Dentistry）と

称する。 

 

（目的） 

第 2 条 本学会は包括的総合歯科医療に関する研究・教育の進歩・発展を期し，併せて総合歯科

医療，口腔プライマリケアの向上に寄与することを目的とする。 

 

 

第 2章 会員 

 

（種別） 

第 3 条 本学会の会員は次のとおりとする。 

 

1．正 会 員 本学会の目的に賛同して入会した歯科医師，医師，その他の保

健医療関係者。 

2．準 会 員 本学会の目的に賛同して入会したデンタルスタッフ。 

3．学生会員 歯科医師およびデンタルスタッフ養成機関に所属する学生で，

本学会の目的に関心を有する者。 

4．特別会員 顧問及び名誉会員とし，本学会及び総合歯科学の発展に関して

顕著な功労があった者，また必要な助言を得るために理事会が

推薦し総会で承認された者。推薦基準は別途定める。 

5．賛助会員 本学会の目的達成のための事業に対し支援する団体で，理事会

で承認された者。 
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（入会） 

第 4 条 本学会に入会を希望する者は，入会申込書に記入事項を詳記し，入会金とその年度の会

費を添えて，本学会事務局に申し込むものとする。 

 

（退会） 

第 5 条 会員が退会しようとするときは，退会届を本学会事務局に届け出るものとする。その場

合，既納の会費は返却しない。 

 

（資格の喪失） 

第 6 条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。 

1．退会したとき。 

2．死亡，もしくは失踪宣言を受けたとき。 

3．本学会の名誉を著しく傷つけ，または本学会の目的に反する行為を行い，理事会の議

により除名されたとき。 

4．理由なく会費を 2 年以上納入しないとき。この場合退会前年までの会費を支払うも

のとする。 

 

 

第 3章 役員 

 

（役員） 

第 7 条 本学会に次の役員をおく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1．理 事 長 1名 

2．副理事長 3名 以内 

3．実務担当 

常任理事 

5名 以内 

4．常任理事 15名 程度（理事長，副理事長，実務担当常任理事， 

理事長指名理事を含む） 

5．理  事 50名 以内 

6．評 議 員 60名 以内 

7．監  事 2名 

8．大 会 長 1名 
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（役員の職務） 

第 8 条 役員会の組織と職務は次のとおりとする。 

1．理事長は本学会を代表し，会務を統括する。 

2．副理事長は理事長を補佐し，理事長に事故あるときはその職務を代行する。 

3．理事は理事会を組織し，本学会の事業を企画し，評議員会の議を経てこれを執行す

る。 

4．理事長の承認を得た者は理事会に陪席することができる。 

5．評議員は評議員会を組織し，本学会の運営について審議する。 

6．監事は会計およびその他の会務を監査し，理事会，評議員会および総会に報告する。 

7．大会長は当該年次の総会ならびに学術大会を主宰する。 

 

（役員の選出） 

第 9 条 役員の選出は次のとおりとする。 

1．理事長は理事の互選により理事会において選出し，総会の承認を受ける。 

2．理事は評議員のうちから歯科大学（歯学部）における総合歯科診療部（科）の主任も

しくはそれに準ずると認められた者を互選及び理事長の推薦により選出し，総会の

承認を受ける。 

3．副理事長，実務担当常任理事，常任理事は理事の中から理事長が委嘱し，理事会及び

総会の承認を受ける。 

4．評議員は正会員の中から理事会が推薦し，総会の承認を受ける。 

5．監事は理事長が委嘱し，理事会及び総会の承認を受ける。 

6．大会長は理事の互選により選出し，評議員会の審議を経て，総会の承認を受ける。 

 

（役員の任期） 

第 10条 役員の任期は次のとおりとする。 

1．役員の任期は 2年とし，再任は妨げない。また，期日は事業年度に合わせる。但し，

大会長の任期は開催前年の 4月から開催年度の 3月末までとする。 

2．理事は所属機関の退職をもって定年とする。但し，任期中に定年に達した場合には，

その任期末をもって退任する。 

 

 

第 4章 事業（事業） 

 

第 11条 本学会は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

1．年 1 回以上の総会および学術大会の開催。その他に教育研修会を開催することがで

きる。 

2．年 1回以上の機関誌“日本総合歯科学会雑誌”の発行。投稿規定は別に定める。 

3．定例会議の開催。 

4．国内外の関連学会との交流。 
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5．指導医および認定医の認定。 

6．研究の奨励および業績の表彰。 

7．必要に応じて各種委員会を設置。 

各種委員会の委員長は理事長が選任する。また，各種委員会の委員は委員長が推薦

し，理事会の議を経て，理事長がこれを委嘱する。 

8．その他本学会の目的達成のために必要な事業を実施する。 

 

（事業年度） 

第 12条 本学会の事業年度は 4月 1日に始まり，翌年 3月 31日に終わるものとする。 

 

 

第 5章 会議 

 

（理事会，評議員会の招集） 

第 13条 理事会は毎年 1回以上理事長が招集する。 

第 14条 評議員会は毎年 1回以上理事長が招集する。 

第 15条 必要あるときは臨時理事会，臨時評議員会を理事長が招集することができる。 

 

（理事会，評議員会の定足数等） 

第 16 条 理事会，評議員会は構成員の過半数以上の出席（委任状を含む）をもって成立し，議事

は出席者の過半数の賛成により決定する。 

 

（総会の招集） 

第 17条 定時総会は毎年 1回，学術大会期間中に理事長が招集する。 

第 18条 必要あるときは理事長は臨時総会を招集することができる。 

 

（総会の決議） 

第 19条 総会の決議は出席者の過半数の賛成により決定する。 

 

（総会の議決事項） 

第 20条 次に掲げる事業については定時総会の承認を受けなければならない。 

1．事業計画および収支予算についての事項 

2．事業報告および収支決算についての事項 

3．その他必要と認められた重要事項 

 

 

第 6章 会計 

 

（経費） 
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第 21条 本学会の経費は会費，寄付金およびその他の収入をもって維持する。 

（会費） 

第 22条 会費は以下のように定める。 

 

入会金 

正 会 員 2,000円（研修歯科医も含む） 

準 会 員 2,000円 

学生会員 なし 

賛助会員 10,000円 

 

年度会費 

正 会 員 7,000円（研修歯科医は研修期間中の会費を免除する） 

準 会 員 3,000円 

学生会員 なし 

賛助会員 40,000円 

特別会員 なし 

 

 

（会計年度） 

第 23条 本学会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり，翌年 3月 31日に終わるものとする。 

 

 

第 7章 附則 

 

1．本学会則は平成 25年 11月 16日より施行する。 

2．日本総合歯科学会は，日本総合歯科協議会を母体として発足するものであり，日本総

合歯科協議会会員が日本総合歯科学会の設立会員となる。 

3．第 9条の規定に関わらず，設立当初の理事長，副理事長，庶務理事，常任理事，理事

及び監事は日本総合歯科協議会の理事長，副理事長，庶務理事，常任理事，理事及び

監事がその任につき，選挙は行わない。 

4．第 12条の規定に関わらず，設立当初の事業年度は設立日に始まり，翌々年の 3月 31

日に終わるものとする。 

5．第 23条の規定に関わらず，設立当初の会計年度は設立日に始まり，翌々年の 3月 31

日に終わるものとする。 

6．本学会則の改正は理事会，評議員会の議を経て総会の承認を得なければならない。 

7．本学会の事務局は，東京都江東区深川 2-4-11 一ツ橋印刷株式会社 学会事務セン

ター内に置く。 

 

 



令和元（2019）年4月1日～令和3（2021）年3月31日

項番 役職名 氏　名 職　位 大学名
1 理事長　　 鳥井　康弘 教授 岡山大学

2 副理事長 木尾　哲朗 教授 九州歯科大学

3 副理事長 羽村  　章 教授 日本歯科大学生命歯学部

4 副理事長 田口　則宏 教授 鹿児島大学

5 実務担当常任理事 長島 　正 教授 大阪大学

6 実務担当常任理事 長谷川　篤司 教授 昭和大学

7 常任理事 井上　　哲 教授 北海道大学

8 常任理事 川上　智史 教授 北海道医療大学

9 常任理事 河野　文昭 教授 徳島大学

10 常任理事 和田　尚久 教授 九州大学

11 常任理事 岡田　智雄 教授 日本歯科大学生命歯学部

12 常任理事 伊藤　孝訓 教授 日本大学松戸歯学部

13 常任理事 宇野　清博 教授 日本歯科大学新潟生命歯学部

14 常任理事 角　　忠輝 教授 長崎大学

15 理事 藤井　規孝 教授 新潟大学

16 理事 工藤　義之 准教授 岩手医科大学

17 理事 菊池　雅彦 教授 東北大学

18 理事 清野　晃孝 教授 奥羽大学

19 理事 村上　幸生 准教授 明海大学

20 理事 升谷  滋行 診療教授 日本大学

21 理事 紙本　　篤 准教授 日本大学

22 理事 古澤　成博 教授 東京歯科大学

23 理事 横澤  　茂 准教授 日本歯科大学生命歯学部

24 理事 山口　博康 講師 鶴見大学

25 理事 井野　智 准教授 神奈川歯科大学

26 理事 海老原　隆 准教授 日本歯科大学新潟生命歯学部

27 理事 音琴　淳一 教授 松本歯科大学

28 理事 荒木　章純 教授 愛知学院大学

29 理事 前田　照太 教授 大阪歯科大学

30 理事 廣藤　卓雄 教授 福岡歯科大学

31 理事 粟野　秀慈 教授 九州歯科大学

32 理事 河口浩之 教授 広島大学病院　口腔総合診療科

33 理事 木本克彦 教授 神奈川歯科大学

34 理事 岡　俊男 准教授 朝日大学

35 監事 町野 守 さやま総合クリニック

36 監事 小出　 武 大阪歯科大学

日本総合歯科学会　常任理事・理事名簿
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令和元（2019）年4月1日～令和3（2021）年3月31日

項番 役職名 氏　名 職　位 大学名
1 理事長　　 鳥井　康弘 教授 岡山大学

2 副理事長 木尾　哲朗 教授 九州歯科大学

3 副理事長 羽村  　章 教授 日本歯科大学生命歯学部

4 副理事長 田口　則宏 教授 鹿児島大学

5 実務担当常任理事 長島 　正 教授 大阪大学

6 実務担当常任理事 長谷川　篤司 教授 昭和大学

7 常任理事 井上　　哲 教授 北海道大学

8 常任理事 川上　智史 教授 北海道医療大学

9 常任理事 河野　文昭 教授 徳島大学

10 常任理事 和田　尚久 教授 九州大学

11 常任理事 岡田　智雄 教授 日本歯科大学生命歯学部

12 常任理事 伊藤　孝訓 教授 日本大学松戸歯学部

13 常任理事 宇野　清博 教授 日本歯科大学新潟生命歯学部

14 常任理事 角　　忠輝 教授 長崎大学

15 理事 藤井　規孝 教授 新潟大学

16 理事 工藤　義之 准教授 岩手医科大学

17 理事 菊池　雅彦 教授 東北大学

18 理事 清野　晃孝 教授 奥羽大学

19 理事 村上　幸生 准教授 明海大学

20 理事 升谷  滋行 診療教授 日本大学

21 理事 紙本　　篤 准教授 日本大学

22 理事 古澤　成博 教授 東京歯科大学

23 理事 横澤  　茂 准教授 日本歯科大学生命歯学部

24 理事 山口　博康 講師 鶴見大学

25 理事 井野　智 准教授 神奈川歯科大学

26 理事 海老原　隆 准教授 日本歯科大学新潟生命歯学部

27 理事 音琴　淳一 教授 松本歯科大学

28 理事 荒木　章純 教授 愛知学院大学

29 理事 前田　照太 教授 大阪歯科大学

30 理事 廣藤　卓雄 教授 福岡歯科大学

日本総合歯科学会　評議員名簿
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31 理事 粟野　秀慈 教授 九州歯科大学

32 理事 河口浩之 教授 広島大学病院　口腔総合診療科

33 理事 木本克彦 教授 神奈川歯科大学

34 理事 岡　俊男 准教授 朝日大学

35 監事 町野 守 さやま総合クリニック

36 監事 小出　 武 大阪歯科大学

37 評議員 泉田　明男 助教 東北大学

38 評議員 大山　篤 歯科医長 （株）神戸製鋼所

39 評議員 伊佐津　克彦 講師 昭和大学

40 評議員 鶴田　潤 准教授 東京医科歯科大学

41 評議員 礪波  健一 講師 東京医科歯科大学

42 評議員 関　啓介 助教 日本大学

43 評議員 古地　美佳 助教 日本大学

44 評議員 多田　充裕 准教授 日本大学松戸歯学部

45 評議員 青木 伸一郎 専任講師 日本大学松戸歯学部

46 評議員 阿部　祐三 准教授 日本歯科大学新潟病院

47 評議員 佐藤　友則 准教授 日本歯科大学新潟病院

48 評議員 二宮　一智 准教授 日本歯科大学新潟病院

49 評議員 古森 有里子 臨床研修担当医 愛知学院大学

50 評議員 米谷 裕之 准教授 大阪歯科大学

51 評議員 辰巳  浩隆 講師 大阪歯科大学

52 評議員 三浦　治郎 助教　 大阪大学

53 評議員 白井　　肇 講師 岡山大学

54 評議員 西　裕美 助教（診療講師） 広島大学

55 評議員 岡　謙次 講師 徳島大学

56 評議員 吉田　礼子 助教（診療講師） 鹿児島大学

57 評議員 永松　浩 病院教授 九州歯科大学

58 評議員 寳田  貫 診療准教授 九州大学

59 評議員 王丸　寛美 助教（診療講師） 九州大学

60 評議員 森田　浩光 准教授 福岡歯科大学

61 評議員 米田 雅裕 教授 福岡歯科大学

62 評議員 飯田　俊二 講師 北海道大学病院

63 評議員 奥村　暢旦 講師 新潟大学大学
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任期：令和元（2019）年4月1日～令和3（2021）年3月31日

統　括 委員会 委員長 副委員長

制度・規約委員会 河野　文昭 羽村　章 鳥井康弘 木尾哲朗 田口則宏 長谷川篤司 長島　正

財務委員会 長谷川 篤司 紙本 篤 多田 充裕 佐藤 友則

統　括 委員会 委員長 副委員長

学術・教育検討委員会 田口　則宏 森田　浩光 鈴木一吉 河口浩之 大戸　敬之 白井　肇 吉田　礼子

岡本佳明

編集査読委員会 井上　哲 飯田俊二 安陪　晋 大山　篤 内田　貴之
小原　由

紀
辰巳　浩隆

河野　隆幸 北原　和樹 鈴木　一吉 関　啓介

表彰委員会 宇野　清博 海老原　隆 辰巳浩隆 白井　肇 高師　則行 米田　雅裕

統　括 委員会 委員長 副委員長

認定制度委員会 長島　正 野崎　剛徳 伊佐津　克彦 砺波　健一 米谷　裕之

研修施設資格審査委員会 岡田　智雄 長島　正 野崎 剛徳

統　括 委員会 委員長 副委員長

広報委員会 角　忠輝 永松　浩 王丸　寛美 武田　宏明 金﨑　伸幸

渉外委員会 和田 尚久 白井　肇 吉田　礼子 奥村　暢旦 飯田　俊二 太田　博見

統　括 委員会 委員長 副委員長

選挙管理委員会 岡田　智雄

機関認証委員会 川上　智史
羽村　章理事 

田口則宏理事

委　　員

日本総合歯科学会・各種委員会構成

長谷川篤司理事

長島　正理事
(岡田智雄理事

代行）

木尾哲朗理事 

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員
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日本総合歯科学会雑誌 投稿規定 

(平成 27 年 11 月 20 日一部改正) 

 

〇「日本総合歯科学会雑誌」の目的 

本誌は日本総合歯科学会の会誌である。本誌は総合歯科分野における幅広い研究ならび 

に本学会の活動を含めた情報交換に資することを目的とする。 

〇投稿資格 

本誌に投稿する者は、原則として本会会員に限る。 

〇原稿の内容 

投稿論文の内容は本会および本誌の目的に適したもので、未発表のものに限る。 

〇原稿の種類 

原稿の種類は総説、原著、症例報告、研究報告、解説、その他のいずれかとする。 

〇原稿様式 

原稿の書き方は次の要領による。 

1) 原稿は A4 版用紙に横書きとし、1 枚につき 40 字×20 行の 800 字で印字する。 

2) 原稿は表紙、抄録、本文、文献、著者への連絡先、表、図の順に綴じ、表紙から通しペ

ージ番号を付ける。 

原著論文の本文は、原則として緒言、対象 (材料) および方法、結果、考察、結論の順

とすること。 

症例報告の本文は、原則として緒言、症例 (患者氏名 (略称)・年齢・性別、 初診日、

主訴、現病歴、既往歴、現症)、経過、考察、結論の順とすること。 

3) 1 頁目の表紙は、次の項目を記載する。 

和文表題、著者名、英文表題、英文著者名、和文所属機関名、英文所属機関名、指導

者名 (必要な場合のみ記入) 

4) 2 頁目の抄録は、次の項目を記入する。 

和文抄録は 400～600 文字、最後に和文のキーワード (5 語程度)を付ける。 

英文抄録は 200～300 words とし、最後に英文の keyword (5 words 程度) を付ける。英

文抄録は、事前に専門家に添削を依頼するなどの対応の上、投稿すること。なお、添

削にかかわる費用は著者負担とする。 

5) 見出しの区分は、1、1)、(1)、a、a)、(a)の順に記載し、見出しの最初に欧文語句を表記 

する場合、その頭文字は大文字にする。 

6) 和文中の外国語は原綴りとする。 

7) 数字はアラビア数字とし、単位記号は原則として国際単位系 (SI) を使用することとす

る。 

8）学術用語は文部省学術用語集歯学編（増訂版）に準拠する。 

9) 歯式は上下顎、左右側、歯種の順とする (例: 上顎左側第二大臼歯) 。また、歯式は 
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Zsigmondy / Palmer 式の表記法を勧めるが、この際に用いる特殊文字や外字は、電子 

ファイルでの伝達が困難であることに気を付けて記載すること。 

10) 本文中の文献箇所には、その右上肩に番号“ 1 ) ”を、文献が出てきた順に付ける。 

11) 図表および写真は原稿 1 枚に 1 点ずつとし、Microsoft Word ファイルの本文末にまと 

め、表１、図 1 (写真を含む) などとし、挿入箇所は本文中右欄外に朱書きする。また、  

図表の表題および説明は和文とする。 

12) 図表および写真の寸法は、原則として 7.5cm 以内か 15cm 以内の寸法に印刷されるの 

で、縮尺希望を記入する。 

13) 文献は引用箇所に番号をつけ、本文末に引用順に記載する。 

(1) 雑誌の場合: 引用番号) 著者名 (5 名まで記載し，5 名を超える場合はそれ以上の著

者名を“他”または“et al”とする). 表題. 誌名 発行西暦年号; 巻: 始頁－終頁. 

(2) 雑誌名の略記は、国内文献は医学中央雑誌収載誌目録に、外国文献は Index Medicus 

所載のものに準ずること。 

・和文雑誌記載例： 

  1) 大山 篤, 小原由紀, 須永昌代, 大塚紘未, 近藤圭子, 他. 質的研究法を利用した口

腔保健学科臨床体験実習の授業評価. 日歯医教会誌 2011; 27: 13-18. 

・欧文雑誌記載例： 

1) Haller G, Garnerin P, Morales MA, Pfister R, Berner M, et al. Effect of crew resource  

management training in a multidisciplinary obstetrical setting. Int J Qual Health Care 2008;  

20: 254-263. 

(3) 単行本の場合: 引用番号) 著者名 (編者名) (5 名まで記載し，5 名を超える場合はそ

れ以上の著者名を“他” または“et al”とする). 書名. 版数. 発行所所在地: 発行所; 発

行西暦年号. 始頁－終頁. 

・和文単行書記載例： 

  1) 小出 武. う蝕予防処置の希望 (ティーチングとコーチング). 伊藤孝訓, 寺中敏夫 

編. 患者ニーズにマッチした歯科医療面接の実際. 第 1 版. 東京: クインテッセン

ス出版; 2008. 176-179. 

・欧文単行書記載例： 

  1) Stern DT. Measuring Medical Professionalism. 1st ed. New York: Oxford University Press; 

2006. 15-32. 

(4) Web ページ (インターネットのページ) の場合: 引用番号) 作成者名. Web ページ 

のタイトル. アドレス(URL) (最終アクセス日). 

・Web ページ記載例： 

      1) 厚生労働省. 歯科医師臨床研修の到達目標. http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku 

/isei /shikarinsyo/gaiyou/kanren/sekou/toutatsu.html (最終アクセス日 2014. 5. 26). 
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 14) 利益相反事項については、論文末尾、謝辞、または文献の前に詳細を記載する。利

益相反事項がない場合もその旨を記載すること。 

〇倫理規約 

 1) 論文の内容がヒトを対象とした場合は、ヘルシンキ宣言を遵守し、被験者や患者から 

インフォームドコンセントを得ていること、また所属機関の倫理委員会などの審査を

経て承認されたものであることを研究方法で明記すること。 

  2) 論文の内容が動物を対象とした場合は、所属機関の動物実験委員会などの審査を経て 

承認されたものであることを研究方法で明記すること。 

3) 個人情報の保護に関する責任は投稿者に課されるので、投稿論文により個人の特定に 

結びつくことのないように個人保護を徹底すること。また、患者を対象とした場合、 

臨床所見、写真および検体データなどの資料を公開する際に、患者から使用の承諾を 

得ていることなどを明記すること。 

〇原稿の採否・掲載順位 

  投稿原稿は、編集・査読委員会が指名した複数の査読者により採否を決定する。その際、 

原稿本文、図、表および写真などに加筆、削除、修正および訂正を要求することがある。 

掲載順位と原稿の種類は編集・査読委員会に一任とする。 

〇投稿票 

投稿票に必要事項を記載し、投稿原稿に添付する。 

〇承諾書 

承諾書に必要事項を記載し、著者全員の署名、捺印および倫理的事項の確認を行い、

投稿原稿に添付する。 

〇利益相反事項申告書 

投稿時から遡って過去 2 年間以内における利益相反事項については、利益相反事項申

告書に著者全員分の必要事項を記載し、原稿とともに提出する。 

〇校 正 

著者校正は原則初校のみとし、その際の校正は印刷上の誤りの訂正のみとする。なお、

投稿者が連名の場合は、投稿票に代表者 (校正責任者) と連絡先を明記すること。 

〇投稿方法 

1) 原稿は Microsoft Word ファイルで CD-R に保存し、投稿すること。なお、図や写真 

については別途 JPEG、TIFF またはパワーポイントファイルなどを添付すること。 

2) 原稿は表紙、和文抄録、本文、文献、著者への連絡先、英文抄録、図表、写真の説明 

の順に保存すること。なお、原稿の作成にあたり、日本語は明朝体、英数字は Times 

New Roman の 10.5 ポイントで表記すること。また、英文における単語間は半角とす 

る。改行マークは段落の最後のみとする。 

3) 投稿者の氏名、所属、論文タイトル、原稿作成に使用した機種名およびソフト名を明 

記したラベルを CD-R に貼付すること。 
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4) 投稿は CD-R、投稿票、承諾書および原稿 1 部を同封すること。 

5) 郵送時の不測の事態に備えて、投稿前に必ずバックアップを取っておくこと。 

〇受付証 

論文原稿受付証は、原稿受付後に発行する。 

〇著作権 

本誌に掲載された論文の著作権は本学会に帰属するものとする。 

〇投稿先 

原稿は投稿票、承諾書、利益相反事項申告書および著者原稿チェック票を添えて、学

会事務局宛てに郵送すること。 

なお、この規定にない事項については、編集・査読委員会にて決定する。 
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日本総合歯科学会認定医制度規則 

 

第 1 章  総則 

第 1 条  本制度は、総合歯科に必要な包括的知識、専門的技量および倫理観を有する優れた歯科

医師を認定し、社会への啓発や情報提供をもって包括的な総合歯科診療の向上を図り国

民の福祉に貢献することを目的に、本学会認定医制度を設ける。 

第 2 条  本学会認定医（認定総合歯科医、Certified General Dentist）は、一口腔単位の総合診

療を理解し、その診療において適正な歯科医療、全人的医療ならびに全身管理を実践で

きるとともに、在宅歯科診療、地域に密着した歯科医療および先進医療を通じ、チーム

医療ならびに福祉との連携を、コミュニケーションを保ち過不足なく遂行する能力を備

える歯科医師であることを要する。 

 

第 2章  認定医等の審査機関 

第 3 条  前条の目的を達成するため認定制度委員会（以下委員会）を設け、認定医および指導医

の資格認定ならびに認定医養成施設の認定審査業務を行う。委員会の中に次の委員会を

置く。 

1）認定医認定委員会 

2）研修施設審査委員会 

 

第 3 章  認定医認定申請者の資格 

第 4 条  認定医を申請する者は、次の各号をすべて満たさなければならない。 

1）日本国歯科医師の免許を有すること。 

2）認定医申請時において、5年以上の臨床経験と３年以上の連続した本学会の会員歴を 

有すこと。 

3）第 7 条の認定研修の各号に掲げる研修内容を満たすこと。 

4）認定医試験に合格すること。 

 

第 4 章  認定研修施設 

第 5条  認定研修施設を置く。 
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   2 認定研修施設は、次の各号をすべて満たし、かつ施設認定委員会の議を経て理事会で認

定された機関とする。 

1）開設して 5年以上経過していること。 

2）指導医が 1名以上常勤していること。 

3）研修の実施に必要な設備、図書および人員を有していること。 

4）教育・研修が定期的に行われていること。 

ただし、暫定期間として 2020 年 3月末までは、認定医総合診療歯科医が不在でも、

認定施設の関連研修施設として施設登録できるものとする。その場合、施設責任者は、

3年以内に下記に記載する日本総合歯科学会指導医の認定を受けるものとする。 

 

第 5 章  認定研修 

第 6条  認定研修は、包括的歯科診療領域における診断と治療のための医療技能を修得するとと

もに、地域の歯科医師又は医師との連携できる能力を養成することを目的とする。 

第 7条  認定研修は、次の各号をすべて満たさなければならない。 

1）認定研修施設において 5年以上診療および研究に従事すること、又はこれと同等以上 

の経歴を有すると認められること。 

2）本会学術大会に出席すること。 

3）総合歯科学に関連する発表を行うこと。 

4）包括的歯科診療の疾患の診断および治療を行うこと。 

5）2）、3）および 4）については研修単位で表し、認定に必要な研修単位は、20単位と 

する。 

 2  前項第 5号の研修単位の細目は、別に定める。 

第 8条  認定医試験は、次のとおりとする。 

1）筆記試験と認定症例の提出と学会での症例報告とする。 

2）認定医試験は学術大会開催時に実施する。 

3）認定医試験に一度合格すれば､認定医資格登録まで有効とする。 

 

第 6 章  指導医認定申請者の資格 

第 9条  指導医の認定を申請する者は、次の各号をすべて満たさなければならない。 

1）認定医であること。 

2）指導医申請時において 10年以上本会の会員歴を有すること。 
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3）歯科臨床に 10 年以上従事していること。 

4）認定医認定委員会の議を経て、理事会で承認されること。 

 

第 7 章  認定申請および資格登録申請 

第 10条  認定医、指導医および認定研修施設の認定を申請しようとする者は、別に定める申請書

類に認定申請料を添えて本会に提出しなければならない。 

第 11条 認定医認定委員会において審査に合格した者は、合格の日から起算して１年以内登録料

を添えて資格登録申請を行わなければならない。 

 2 本会は、前項の申請に基づき登録を行い、認定証を交付するとともに学会機関誌、ホーム

ページおよび本会総会において報告する。 

 

第 8 章  資格の更新 

第 12 条 認定医、指導医および認定研修施設は、５年ごとに資格の更新を行わなければならない。 

第 13条 認定医の資格の更新に当っては、認定期間５年の間に別に定める研修を必要とする。 

 

第 9 章  資格の喪失 

第 14 条 認定医および指導医は、次の各号の一に該当するとき､認定医認定委員会の議を経て､そ

の資格を失う。 

1）認定医を辞退したとき。 

2）認定医の更新を受けないとき。 

3）会員としての資格を喪失したとき。 

4）日本国歯科医師免許を喪失したとき。 

第 15条 認定研修施設は次の各号の一に該当するとき､研修施設資格審査委員会の議を経て、その

資格を失う。 

1）認定医を辞退したとき。 

2）指定の必要条件を欠いたとき。 

3）指定の更新を受けないとき。 

第 16条 認定医、指導医又は認定研修施設の資格を喪失した場合であっても、喪失の事由が消滅

したときは、再び認定医、指導医又は認定研修施設の資格を申請することができるもの
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とする。 

 

第 10 章 補則 

第 17 条 認定医認定委員会または研修施設資格審査委員会の決定に関し異議のある者は、理事長

に文章にて申し立てることができる。 

第 18条 この規則の改廃は、認定医認定委員会または研修施設資格審査委員会での協議のうえ、

理事会の承認を得なければならない。 

 

第 19 条 この規則の施行についての細則は、認定制度委員会での協議のうえ、理事会の議決を経

て別に定める。 

 

附則 

この規則は、平成 26 年 11 月 29 日から施行する。 
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規則施行にともなう暫定処置 

 

第 1 条 本学会の会員歴が 3年以上あって、総合診療の臨床歴が 5年以上、会員として本学会が

主催 する学術集会（総合歯科協議会を含む）に 3回以上の出席がある者、または会員

として本学会が主催する学術集会に 1回以上の出席し、日本歯科医師会の生涯研修を 3

年間以上続けて行っている者は、申請により審議会を経て認定医となることができる。 

 2 総合診療の臨床歴が 10年以上、会員として本学会が主催する学術集会（総合歯科協議会

を含む）に 5回以上の出席がある者、または会員として本学会が主催する学術集会（総

合歯科協議会を含む）に 2回以上の出席し、日本歯科医師会の生涯研修を 8年間以上続

けて行っている者は、申請により審議会を経て指導医となることができる。 

第 2条 暫定処置期間中の審議会は、理事会がこれに当たる。 

第 3条 暫定処置期間は、本制度発足から 5年間（2015 年 4 月 1日より 2020 年 3月 31 日）とす

る。 

第 4条 暫定処置期間中の申請締切は、年 2回（4月 30 日、10月 30 日）とする。 
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日本総合歯科学会認定医制度施行細則 

 

第 1 条 日本総合歯科学会認定医制度規則（以下「規則」という）に定めた条項以外については、

この細則に基づき運営する。 

第 2 条 規則第 7条の規定に基づく研修単位は、次の各号により算定する。 

 新規申請時には下記 1）、2）並びに 3）の単位を含み全 20単位以上とする。 

1）日本総合歯科学会（以下「本会」という。）学術大会、研修会等への出席 

 （1）本会学術大会および研修会は、1回 2単位とする。 

 （2）出席は 2単位以上を必要とする。 

2）総合歯科学に関連する発表(口頭発表、誌上発表を問わない。) 

 （1）論文発表 筆頭著者 3単位 共著者 2単位 

 （2）口演発表(ポスター等を含む) 筆頭演者 3単位 共同演者 2単位 

 （3）著者（共著者を含む）または演者（共同演者を含む）の場合を必ず含み、 

かつ 4単位以上を必要とする。 

   ただし、2単位以上は本学会学術大会または日本総合歯科学会雑誌であること。 

3）包括的歯科診療に関連の疾患の診断および治療 

 （1）治療終了後、2年以上経過観察を行った症例 3単位 

 （2）治療を終了した症例 1単位 

 （3）2年以上経過観察を行った症例、および（2）に該当する症例 5 単位 

  （5 症例）を必ず含み、かつ 8単位以上を必要とする。 

 （4）2年以上経過観察を行った症例には初診時、治療中および経過観察中のエックス 

線写真、研究用模型並びに口腔内写真等の資料を必要とする。 

   その様式については（様式 7，様式 8）に定めたものとする。 

 （5）2年以上経過観察を行った 1症例については必ず本会が設定する会場において 

ケースプレゼンテーションを行うこと。 

 （6）（5）以外の症例については、年齢、性別、初診年月日、診断名、治療内容、 

経過および指導医の意見を記載したものを提出することとし、場合によっては、 

資料の提 出を求めることがある。 

第 3条 規則第 4条を満たし認定医の認定を申請する者は、次の各号に定める書類に認定申請料

を添えて本会に提出しなければならない。 

1）認定医申請書（様式 1） 
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2）履歴書（様式 2) 

3）歯科医師免許証の写し 

4）本会会員歴証明書（様式 3） 

5）研修証明書（様式 4） 

6）学術大会出席記録（様式 5） 

7）総合歯科に関する発表記録（様式 6） 

8）一口腔単位の治療記録表（様式 7） 

9）一口腔単位の治療記録（様式 8） 

10)認定医試験合格証明書 

2 前 1 項第 8号および第 9号の書類は次のものとする。 

 1）前 1項第 8号は第 2条第 3号 1）の、治療終了後、２年以上経過観察を行った症例の

治療記録 

2）前 1項第 9号は第 2条第 3号 1）の、治療を終了した症例の治療記録 

3 前 1 項第 10 号の認定医試験合格証明書は、認定医申請まで有効とする。 

第 4条 規則第５条を満たし認定研修機関の認定を申請する施設の責任者は、次の各号に定める

申請書類に認定申請料を添えて本会に提出しなければならない。 

1）研修施設認定申請書(様式９) 

2）指導医勤務に関する施設長の証明書(様式１０)あるいはこれに準ずるもの 

3）定期的に開催している教育・研修の一覧 

(過去３年間の教育・研修について、①日時、②場所、③内容、④講師、を記載) 

4）教育・研修のための設備一覧 

5）教育・研修のための施設の概略図面 

第 5条 規則第 9条を満たし指導医の認定を申請する者は、次の各号に定める申請書類に認定申

請料を添えて本会に提出しなければならない。 

1）指導医申請書（様式 11） 

2）歴書（様式 12） 

3）本会会員歴証明書（様式 13） 

4）業績目録（様式 14） 

第 6 条  規則第 11 条による申請は､資格登録申請（様式 15）により行われなければならない。 

 2 認定医の資格を申請および更新する者は学術大会参加証を提出する。 

第 7条 第 3条から前条まで、第 10 条および第 12 条に定める手数料は、次の各号に定める。 

1）認定申請料 10,000 円（認定医、認定研修施設および指導医） 
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2）登録料 10,000 円（認定医、認定研修施設および指導医） 

3）更新手数料 10,000 円（認定医および認定施設機関） 

第 8条 前条に定める既納の手数料は、いかなる理由があっても返還しない。 

第 9条 認定医の資格の更新に当っては、5年間に次の 1）から 6単位以上、2）から 2単位以上

あるいは 3）から 2単位以上を含み、計 10単位以上を修得しなければならない。 

1）本会学術大会等への出席（1回以上は必須） 

 （1）本会学術大会および研修会 2 単位 

 （2）本会の認める学術集会、国際学術集会 2単位 

2）本会が認める学術集会又は刊行物における報告 

 （1）論文発表 筆頭著者 3単位 共著者 2単位 

 （2）口演発表（ポスター等を含む） 演者 3 単位 共同演者 2単位 

 （3）本会学術大会における講師（シンポジスト、コーディネーター等を含む）5単位 

3）一口腔単位の診断および治療 

  （1）治療を終了した症例 2単位 

4）認定医認定委員会が認める講演会等の講師 4単位 

5）歯科大学又は歯科医師臨床研修施設における指導年間当り 2単位 

第 10 条 認定医の資格を更新しようとする者は、次の各号に定める申請書類に更新手数料を添え

て本会に提出しなければならない。ただし、第 4号、第 5号および第 6号は、第 2号お

よび第 3号により 10 単位以上とならない場合とする。 

1）認定医更新申請書（様式 16） 

2）本会学術大会ならびに関連学術集会出席記録（様式 17） 

3）発表記録（様式 18） 

4）一口腔単位の治療記録（様式 8） 

5）講演会等の講師を証明するもの 

6）歯科大学又は歯科医師臨床研修施設における指導を証明するもの 

7）認定医認定証の写し 

 2  前 1項第 4号の書類は、第 9条第 3号（1）の、治療を終了した症例の治療記録とする。 

 3  認定更新の申請は､認定失効期日の 1年前から 6か月前までに行わなければならない。 

 4 指導医の資格は､認定医の資格が更新された時点で更新される。 

第 11条 認定研修施設を更新しようとする施設の責任者は、研修施設認定更新申請書（様式 19）

および指導医勤務に関する施設長の証明書（様式 20）あるいはそれに準ずるものに更新

手数料を添えて本会に提出しなければならない。 
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  2 認定更新の申請時期は、第 10条第 3項を適用する。 

第 12条 本会が認める学術集会は､日本学術会議協力団体の学術大会又は本会の認める学会の学

術大会をいう。 

  2 本会が認める刊行物は、日本学術会議協力団体の雑誌又はそれに準ずるものとする。 

第 13条 この細則の改廃は、学会認定医資格制度審議委員会の発議により、理事会の承認を得な

ければならない。 

 

附則 

この細則は、平成 26 年 11 月 29 日から施行する。 
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平成 29 年 11 月 3 日改定 

日本総合歯科学会特別会員に関する規定 

（趣 旨） 

第 1 条 この規程は，日本総合歯科学会会則第 2 章第 3 条 4 の規定に基づき，本会の特別会員について

定めることを目的とする。 

 

（特別会員の被推薦資格） 

第 2 条 本会の特別会員に推薦される資格は以下の通りとする。 

1．名誉会員 

本会の理事，監事を永年務め，学会活動に尽力した満 65 歳以上，または現職を退いた者とする。 

  2．顧問 

本会及び総合歯科学の発展に対し特に功労のある非会員とする。 

 

（特別会員の就任） 

第 3 条 特別会員への就任は，以下の手続に則って行われるものとする。 

1．理事は，特別会員を理事長あてに推薦することができる。 

2．理事から前号の推薦があった場合は，表彰委員会において審議を行い，理事会にその旨の答申を

行う。 

3．前号の答申を受け，理事会で総会への推薦の適否について審議する。 

4．以降は，総会の議を経て承認される。  

 

（特別会員の恩典等） 

第４条 特別会員の恩典は，以下の通りとする。 

1．特別会員は，年会費を免除する。 

2．特別会員は，本会の学術大会・研修会への参加を無料とする。 

3．特別会員は，総会に出席して意見を述べることができる。但し，議決権を有しない。 

 

（その他） 

第５条 この規定に定める以外の細則は，理事会が別に定める。 

第 6 条 この規定の改正は，表彰委員会で協議のうえ，理事会の議を経て行う。 

 

附 則 

1．この規則は，平成 27 年 11 月 21 日から施行する。 

2．この規則は，平成 28 年 11 月 28 日から施行する。 

3．この規則は，平成 29 年 11 月 3 日から施行する。 
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平成 29 年 11 月 3 日改定 

日本総合歯科学会理事長候補者選出に関する規定 

 

（目 的） 

第１条 日本総合歯科学会の次期理事長候補者の選出については，会則第３章第９条に定めるもののほ

か，この規定による。 

 

（推薦者および被推薦者） 

第２条 次期理事長候補者の選出は、理事を被推薦者および推薦者とした被推薦者１名の投票により行

う。 

 

（選挙管理委員会） 

第３条 理事長候補者選出の公正な実施を図るため，本学会の本部に選挙管理委員会を置く。 

1. 選挙管理委員会は，次期理事長候補者を管理する． 

2. 選挙管理委員会に，選挙管理委員長を置く． 

3. 選挙管理委員長は，理事長が理事の中から推薦し，理事会で承認，選出する． 

4. 委員長は，理事・評議員の中から選挙管理委員３名以内を委嘱する． 

 

（選挙管理委員の任期） 

第４条 選挙管理委員長の任期は，原則として理事会で推薦を受けた事業年度内とする．選挙管理委員

の任期は，委員の委嘱を受けた事業年度内とする． 

 

（投票） 

第５条 理事を被推薦者として投票を行う． 

第６条 投票により有効投票の過半数の得票者があればそのものを次期理事長候補者とする．有効投票

の過半数の得票者がいない場合には，得票数上位２名までの者を被推薦者として投票を行い，

次期理事長候補者を選出する． 

 

（選挙結果の公表） 

第７条 選挙結果の公表は，選挙管理委員会が行う． 

 

（その他） 

第 8 条 この規定の改正は、制度・規約委員会で協議のうえ、理事会の議を経て行う。 

 

附 則 

1. この規定は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する． 

2. この規定は、平成 29 年 11 月 3 日から施行する。 
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平成 28 年 11 月 28 日改定 
 

日本総合歯科学会表彰規程 
 （趣 旨） 

第１条 この規程は，日本総合歯科学会会則第 11 条 6 の規定に基づき，わが国における総合歯科学の進

歩発展に優れた功績が認められた者の顕彰及び学術奨励を行うことを目的とする。 

 

 （種 類） 

第２条 本会の表彰として，日本総合歯科学会賞（以下「学会賞」という），日本総合歯科 

    学会功労賞（以下「功労賞」という）および日本総合歯科学会学術奨励賞（以下 

   「奨励賞」という）を設ける。 

 

 （学会賞および功労賞） 

第３条 学会賞は，わが国における総合歯科学の教育・研究・医療の進歩発展に優れた功 

    績が認められた者に授与する。 

第４条 功労賞は，本会の事業の推進に多大な貢献があった者に授与する。 

第５条 学会賞，功労賞の推薦は，本会理事が所定の推薦書を添えて理事長あてに行う。 

  ２ 理事から推薦があった場合は，表彰委員会において審議を行い，理事会にその答 

    申を行う。 

  ３ 学会賞，功労賞の受賞者は，前号の答申を受け，理事会の議を経て決定する。 

第 6 条 学会賞，功労賞の授賞数は，各年度にこだわらず，その都度決定する。 

 

 （奨励賞） 

第７条 奨励賞は，総合歯科学分野において，学術または臨床で優れた業績が認められた 

    者に授与する。 

  ２ 奨励賞の種類は，学会論文賞，優秀口演賞，優秀若手ポスター賞とする。 

第８条 学会論文賞の受賞者は，理事会で決定する。 

  ２ 優秀口演賞の受賞者は，審査員が決定する。 

  ３ 優秀若手ポスター賞の受賞者は，学術大会大会長が決定する。 

第９条 奨励賞の選考細則は別に定める。 

 

 （表 彰） 

第 10 条 学会賞，功労賞，奨励賞の表彰は，学術大会において行う。 

第 11 条 表彰を行う際の経費等に関しては，表彰委員会で審議し，理事会の承認を得る。 

 

 （その他） 

第 12 条 この規定の改正は，表彰委員会で協議のうえ，理事会の議を経て行う。 

 

附 則 

１ この規定は，平成 28 年 11 月 28 日から施行する。 
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日本総合歯科学会表彰関連内規 

（趣 旨） 

第 1 条 日本総合歯科学会の特別会員に関する規定および表彰規定第 11 条に関する表彰内容の基準を定

めることを目的とする。 

 

（表彰内容） 

第 2 条 各種表彰の内容は以下の通りとする。 

１．名誉会員：名誉会員称号記 

２．学会賞：楯(約 15,000 円)  

３．学会功労賞：楯(約 15,000 円) 

４．学会論文賞：楯(約 15,000 円) 

５．優秀口演賞：賞状と副賞 

６．優秀ポスター賞：賞状と副賞 

第３条 優秀若手ポスター賞の賞状と副賞は，学術大会大会長に委ね，それ以外は，学会 

    本部で用意する。 

第４条 名誉会員称号記授与者，学会賞受賞者，功労賞の各受賞者については，理事長が 

    認めた場合は，旅費支給規定に沿って旅費を支給する。 

 

（その他） 

第５条 この内規の改正は表彰委員会で協議のうえ，理事会の議を経て行う。 

 

附 則 

1．この内規は，平成 28 年 11 月 28 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和元年 11月 2日 

 

 

日本総合歯科学会学術奨励賞選考細則 

（趣 旨） 

第 1 条 この細則は，日本総合歯科学会表彰規程第 9 条に基づき，本会の学術奨励賞選考

の要項について定めることを目的とする。 

 

 （学会論文賞） 

第 2条 学会論文賞は，当該年度の本会機関誌に掲載された学術論文のうち，特に 

    優れた論文の筆頭著者に授与する。 

  ２ 対象論文は，他学会などで未発表のものとする。 

  ３ 学会論文賞は年間 2名を限度として授与する。 

第３条 学会論文賞の選考は，編集査読委員会が推薦し，表彰委員会で審査する。 

  ２ 表彰委員会は前項の審査結果を理事会に答申する。 

第４条 受賞者は本会会員であること。 

第５条 学会論文賞の表彰は，当該年度の学術大会期間中に行う。 

 

 （優秀口演賞） 

第６条 優秀口演賞は，学術大会の優秀口演賞応募演題のうち，特に優れた筆頭発表者に 

    授与する。 

  ２ 対象となる口演発表は，他の学会などで未発表のものとする。 

  ３ 優秀口演賞は年間 2名を限度として授与する。 

第７条 優秀口演賞への応募は，理事の推薦書｟様式１｠を添えて応募する。ただし， 

    理事不在の施設においては，表彰委員会委員長が推薦者となりうる。 

  ２ 応募の資格は，筆頭発表者が 40歳以下で，本会会員，または，学術大会当日まで 

    入会する者とする。 

第８条 各学術大会で選考対象とする演題は６演題までとする。 

  ２ 応募数が超えた場合は，事前審査を行い，結果は応募者に通知する。 

  ３ 事前審査および学術大会における審査は，大会の都度，理事，評議員の中から５名

程度の審査員を選 

    出して行う。 

  ４ 学術大会における審査は，発表内容の学術的根拠，将来性，有効性(他施設での適 

    応可能性)，独創性と発表の明確さ，質疑の的確さなど評価し，その結果をもとに 

    審査員間で協議，決定して理事長に報告する。 

第９条 優秀口演賞の表彰は，当該年度の学術大会期間中に行う。 
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令和元年 11月 2日 

 

 

 

 （優秀若手ポスター賞） 

第 10条 優秀若手ポスター賞は，学術大会の症例発表ポスターのうち，特に優れた筆頭 

    発表者に授与する。 

  ２ 受賞は最優秀若手ポスター賞１名，優秀若手ポスター賞 3名程度とする。 

第 11条 優秀若手ポスター賞に応募する場合は，演題登録時に理事の推薦書｟様式２｠ 

    を添えて，その旨を申し出る。ただし，理事不在の施設においては，表彰委員会 

    委員長が推薦者となりうる。 

  ２ 若手優秀ポスター賞への応募資格は歯科医師免許取得後３年以内の者で，本会 

    会員，または，学術大会当日まで入会する者とする。 

第 12条 各学術大会で選考対象とするポスターは，概ね 20演題までとして，最終的 

    には学術大会長が決定する。 

  ２ 募集する演題数は，演題募集要項に明示する。 

  ３ 応募数が超えた場合は，各施設からの演題数が偏らないように，大会事務局から 

    推薦理事に調整を依頼する。 

  ４ 審査員は概ね 10演題につき，5名の理事，評議員に，学術大会の都度，大会 

    事務局から依頼する。 

  ５ 審査は抄録の内容，ポスターの内容(症例発表では診査・診断から治療計画までの 

    妥当性，治療内容から術後管理までの臨床的意義)，ポスターのアピール度，プレ 

    ゼンテーション，質疑の的確さなどを評価する。 

  ６ 優秀若手ポスター賞は審査結果をもとに，大会長が決定する。 

第 13条 優秀若手ポスター賞の表彰は，当該年度の学術大会期間中に行う。 

 

（その他） 

第 14条 この細則の改正は，表彰委員会で協議のうえ，理事会の議を経て行う。 

 

附 則 

1．この規則は，平成 28年 11月 28日から施行する。 

  2．この規則は，平成 29年 11月 3日から施行する。 

  3．この規則は，令和元年 11月 2日から施行する。 
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日本総合歯科学会講演等に係わる謝礼等に関する申し合わせ 

 

本会の委員会等が企画して開催する講演会における謝礼（講演料）は次のとお

りとする。 

 

１．講演謝礼および原稿料： 

 講演謝礼は，20,000円を上限額とする。原稿料は 10,000円を上限額とす

る。 

注）原稿料の支払いに当たっては，原稿が企画行事のために執筆されたも

のであることを要件とする。  

２）講演者が非会員であって，しかも特別な理由が有る時は，謝礼および原稿

料を上限額の 3倍まで増額できる。上限額の３倍を超える場合には，財務

委員会において決定する。 

付記：１．学術大会が企画した講演謝礼などについては，大会長が決定する。 

 

２．諸費用： 

 諸費用は非会員講演者に対して下記を上限額として支給される。金額は各

委員会によって決定できる。 

 宿泊：本人の希望を受け、１泊を限度とする。 

 交通費：主要都市間の往復料金＋2,000円とする。 

 列車の場合、基本的には乗車・特急指定料金（往復）＋2,000円とする。 

 (東京都内・東京近郊で 2,000円以内の場合は一律 2,000円) 

 なお、打合せ会も同様とする。 

２）原則的に会員には支給しない。ただし、会員においても委員会が特に認め

る場合には非会員の諸費用を上限額として支給することができる。 

 

３．この規定は 2018年 7月 28日より施行する。 
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