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第 20 回 一般社団法人 日本矯正歯科協会（JIO）定時総会議事録

１．［開催日時］ 2021 年 6 月 27 日（日） 11：40〜12：00

２．［開催場所］ 歯ならび矯正歯科医院

愛媛県新居浜市寿町 1-43 電話（0897）41-8143

３．［総会式次第］

（１）開会宣言 司 会 秋山専務理事

（２）会長挨拶 会 長 和島武毅

（３）議長挨拶 議 長 和島会長

（４）総会監査役および書記の選定

（５）議 案

第 1号議案 令和２年度 事業報告承認の件

第 2号議案 令和 2年度 収支決算報告承認の件

（６）報告事項１（JIO）

・庶務報告

・日本矯正歯科専門医機関による第１回統一矯正歯科専門医審査について

・日本歯科専門医機構による統一矯正歯科専門医の認証について

（７）報告事項2 (JBO)

・令和２年度会計報告

・令和２年度度認定審査について

（８）協議事項

・今後の JIO 活動方針について

（９）その他

（１０）閉会

４．［議事の経過］

司会の秋山専務理事が第20回JIO総会の開会を宣言し、定款に従い和島会長が議長を務め、

総会監査役に天野憲人先生と三瀬泰先生、議事録作成人は青砥理事が指名された。

５．［議案について］

議長より JIO 定款第２８条総会（開催）に基づき開催され、議決権数 2821 票の過半数 1411

票以上の 1660 票であり、内閣府のガイドラインにも定められているオンラインでの本総会

は成立していると報告された後、議案の審議に移った。

第１号議案 令和２年度 事業報告承認の件

和島会長より新型コロナウイルスの感染拡大を受け令和元年の学術大会は中止となった事

より事業報告は JIO 総会議案書 5ページ「歯科矯正領域の専門医制度に関わる五団体懇談

会」と「日本歯科専門医機構との矯正歯科専門医（仮称）意見交換会および事前打ち合わ

せ」と「JIO 学術雑誌」の報告になり、歯科矯正領域の専門医制度に関わる懇談会の以下

の報告があった。

1. 歯科矯正領域の専門医制度に関わる五団体懇談会について

第15回 2020年12月9日(月曜日) 株式会社バイオデント

出席者 和島会長 深町監事 宮下副会長 池JSO会長（全員Web参加）

第１回矯正歯科統一専門医審査を受けての審査内容等の総括について
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第16回 2021年3月16日(日曜日) 株式会社バイオデント

出席者 和島会長 深町監事 宮下副会長 池JSO会長（全員Web参加）

歯科矯正専門医制度の進捗状況について

2. 日本歯科専門医機構との「矯正歯科専門医（仮称）」意見交換会および事前打合せ

2021年1月26日(火曜日) WEBオンライン会議

出席者 和島会長 深町監事

2021年1月28日(木曜日) TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター4F

第５回日本歯科専門医機構「矯正歯科専門医（仮称）」意見交換会

出席者 和島会長 深町監事（両名Web参加）

2021年2月22日(月曜日) WEBオンライン会議

出席者 和島会長 深町監事

2021年2月25日(木曜日) 日本歯科専門医機構事務所

第６回日本歯科専門医機構「矯正歯科専門医（仮称）」意見交換会

出席者 和島会長 深町監事（両名Web参加）

2021年3月22日(月曜日) WEBオンライン会議

出席者 和島会長 深町監事

2021年3月30日(火曜日) 日本歯科専門医機構事務所

第７回日本歯科専門医機構「矯正歯科専門医（仮称）」意見交換会

出席者 和島会長 深町監事（両名Web参加）

2021年5月10日(月曜日) WEBオンライン会議

出席者 和島会長 深町監事

2021年5月13日(木曜日)

第８回日本歯科専門医機構「矯正歯科専門医（仮称）」意見交換会

出席者 和島会長 深町監事（両名Web参加）

2021年6月14日(月曜日) WEBオンライン会議

出席者 和島会長 深町監事

2021年6月23日(水曜日)

第９回日本歯科専門医機構「矯正歯科専門医（仮称）」意見交換会

出席者 和島会長 深町監事（両名Web参加）

これまでの日本歯科専門医機構との意見交換会で大筋の追加研修案の概要がまとまり、日

本歯科専門医機構の認証に向けて進めているとの報告が和島会長よりあった。

3. JIO学術雑誌

妹尾理事よりJIO 学術雑誌第１８号、1200部発行（発行日：2020年6月28日）の報告があっ

た。

その後、第１号議案については総議決権数2821のうち可決議決権数過半数1411を超える

1606票の賛成票がある上、出席者多数の賛成により承認された。

第２号議案 令和２年度 収支決算報告承認の件

令和２年度 収支決算報告書について監査した結果、妥当かつ正確であることを認める監査

報告が深町理事よりあった。

収支決算について桜田理事より報告があった。

その後、第２号議案については総議決権数 2821 のうち可決議決権数過半数 1411 を超える

1607の賛成票により可決となっている説明が和島会長よりあった後に採決が行われ第2号

議案は出席者多数の賛成により承認された。

６．［報告事項１］（JIO について）
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・庶務報告

秋山理事より 2021 年 6月 24 日現在での会員数は 1)2)正会員 97名 3〜7)正会員 941名で

あることが報告された。

・日本矯正歯科専門医機関による第１回統一矯正歯科専門医審査について

矯正歯科統一矯正専門医審査が 10月 5日 6日、7日、８日の日程で開催された。新型コロ

ナ禍の大変厳しい状況の中、献身的に参画して頂いた審査委員、各ワーキンググループ委

員の先生方には大変な労力と心労をお掛けし、またご尽力頂き感謝申し上げますとの報告

が和島会長よりあった。

・日本歯科専門医機構による統一矯正歯科専門医の認証について

日本歯科専門医機構による統一矯正歯科専門医の認証については、主に研修内容（基本研

修・臨床研修）について協議している。今回の第１回統一矯正歯科専門医審査通過者が広

告可能な専門医となるためには、日本歯科専門医機構の認証が必要。通過者の一部の研修

実績が不十分であると機構から指摘があり、救済のための追加研修案について協議され、

日本歯科専門医機構が認証するために必要な基本研修、臨床研修の追加研修の概要がまと

まってきた。詳細が決まりしだい報告する。今後は、研修施設の事前調査、機構内では整

備委員会で最終審議され、申請、審査、認証の予定であると和島会長より報告があった。

７.［報告事項２］（JBO について）

・令和２年度会計報告

令和２年度会計について樋口 JBO副代表より報告があった。

・令和２年度認定審査について

第 17回認定審査について、更新審査の申請者１２名の更新が認められたと樋口 JBO 副代

表より報告があった。

８．［協議事項］

１）日本矯正歯科専門医機関の会計状況について

今回の審査後現時点において、日本矯正歯科専門医機関は 1500 万円程度の赤字があり、日

本矯正歯科学会が立て替えて会場費等を支払っている。今後、認定料（３万円）が振り込

まれたとしても機関は６００万円程度の赤字となる。認定された専門医の日本歯科専門医

機関への年会費は２万円。今後の運営費等を考えると、運転資金１０００〜１５００万円

程度が必要であり、三団体で按分して拠出することを要望している。また、研修施設調査

費３０万円についても機関は検討要望している。今後日本歯科専門医機構の認証過程など

を鑑み検討するとの報告が和島会長よりあった。

２）今後の JIO の活動について

JIO 関連専門医の３分の２にあたる４０名あまりの先生が第１回統一矯正歯科専門医審査

に申請したが、数名は症例審査、筆記試験などを未だ通過していない。第２回統一矯正歯

科専門医審査の日程は未定だが、現時点で各審査を通過していない先生が通過するために、

日本矯正歯科専門医機関の中でしっかりフォローしていきたいと考えている。また、日本

矯正歯科専門医の取得を希望する多くの JIO 会員の先生方に対して JIO 関連団体である日

本歯科矯正専門医認定機構（JBO）、日本歯科矯正専門医学会（JSO）と連携して支援を進め

ていく。そして、矯正歯科領域に関わる各他団体と引き続き協力し、新しい矯正歯科領域

の専門医制度を国民に周知できるようこれまで以上に尽力するとの説明が和島会長よりあ

った。

９．［その他について］

次回の日本歯科専門医機構との意見交換会は、来月７月の頃予定です。
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１０．［閉会宣言］ 

秋山専務理事は以上をもって閉会を宣言した。

令和 3年 7月 7日

議長・会長 和島 武毅 印

副会長 宮下 勝志 印

副会長 桜田 明宏 印

出席理事 秋山 真人 印

出席理事 山口 賢 印

出席理事 有松 稔晃 印

出席理事 清水美輝雄 印

出席理事 樋口 育伸 印

出席理事 星 隆夫 印

出席理事 妹尾 葉子 印

出席理事 䅏田 邦裕 印

出席理事 濱崎広二朗 印

出席理事 澤田 美穂 印

出席理事 小國 武士 印

出席理事 川端喜美子 印

出席監事 深町 博臣 印

出席理事 青砥 聖二 印


