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　国際歯科学士会（ICD）は、その倫理綱領にICDの目的とフェローの自覚および職務が詳細に述べられており、
その目的（倫理綱領）の中で、また国際歯科学士会日本部会の（定款）の中で、フェローにプロフェッションとし
ての倫理が強く求められ、それ故に本会が他の歯科の学会と異なり、本会の存在意義が明確なところであります。
　2009年度は、本会の大きな事業である総会・認証式、年末集会、冬期学会および会誌の発刊に加えて、� ICD国際
理事会の開催国となり、国際理事会が、2009年５月22日、23日の両日、横浜のパシフィコ横浜とインターコンチネ
ンタルホテルで開催されました。日本部会の事業運営委員会および神奈川地区のフェローが中心となり、準備委
員会ならびに実行委員会が構成されて国際理事会の準備ならびに運営にあたりました。国際理事会は、Richard�A.�
Shick�国際会長�ならびに世界各国の国際理事が一同に会して�世界各国のICDの連絡と連携を諮る会議であります
が、本年は日本部会がこれを担当して盛会裏に終えることが出来ました。これは日本部会の国際理事である佐藤吉
則、千田�彰の両フェローをはじめ開催の準備、運営に当たられた日本部会のフェロー各位のご尽力によるところ
であり、日本部会がホスト国として責任を果たすことが出来ましたこと、日本部会の会長として衷心より関係各位
に感謝申しあげます。
　2009年２月に開催された2008年度冬期学会では、ICD日本部会の改革を目指して「ICD日本部会の飛翔を考える」
のテーマでシンポジウムが開催され、森山前国際会長、齋藤日本部会会長ならびに改革推進を検討している４委員
会の代表から本会の将来を踏まえた様々な提言を頂き、とりわけ喫緊の問題として会員の増加、健全な運営、財政
の健全化、透明化あるいは法人化の促進などが協議されました。
　執行部としてはこれらの提言を改革の骨子として具現化を諮るべく具体的な検討を進め、なかでも財政の健全化
と法人化問題を中心に鋭意活動を進めて以下の成果としてまとめました。
　１）法人化問題：本学会の法人化は10年来の懸案として歴代会長のもとで検討が行われ、2009年度総会で一般社
団法人で進める事が議決されました。今会期の改革推進委員会によって積極的な準備が進められ、平成20年度に国
が制定した社団法人制度に基づき、“一般社団法人”としての定款案が作成準備され、2009年度の会長会議、常任
理事会、理事会の議を経て新しい定款を完成し、2010年２月24日に法務局に登記いたしました。これを基に2010年
５月29日開催の全国理事会、総会の議を経て人格ある学会、“一般社団・国際歯科学士会”として呱々の声を上げ
ることが出来ました。�長年に亘り懸案とされてきた任意団体のICD日本部会から、法人化の鎧をまとった日本部
会として社会活動を進めることが出来ますこと、日本部会のフェロー一同と共に喜びとするところであります。
　２）財政の健全化問題：将来構想委員会報告（平成19年度）および改革推進５ヵ年委員会報告（平成20年度）に
本会の維持と将来の発展を踏まえての幅広い提言が寄せられた中で、会員数の維持・増加および健全な財政と透明
化は喫緊の問題とされております。本会期ではまず財政問題検討委員会を立ち上げ、本会の財政状況の分析と健全
な財政への具体的な提言を頂いきました。これを受けて2009度、財務主事の元に財務委員会を設けて2009年度の会
計報告と2010年度の予算書を作成することが出来ました。これによって各委員会が担当する2010年度事業にはかな
りの厳しい締め付けが行われておりますが収入に見合った運営を進める上で、必須の事項であるので日本部会の
フェロー一同のご協力をお願いいたします。
　３）会務運営：本会は事業運営委員会、広報・編集委員会、改革推進委員会、会員支援委員会、国際交流委員会
および財務委員会において事業運営の企画が立てられ、理事会の議を経て実施する仕組みに改組しました。また会
期をスタートするに当たり、国際学会の冠を戴くICD日本部会として学会の名に相応しい国際的な活動を進める意
義を述べ、お願いしましたが、その端緒としてアジア各国のICD支部との交流会議の開催および在日米軍歯科医学
会（Tri-Service�Dental�Conference）との学術交流などが行われました（ホームページ参照）。
　以上、２年間の会期を恙無く終えることが出来ましたこと、本会の役員、各種委員会各位ならびにフェロー各位
の献身的なご協力に対して感謝申しあげます。

ICD国際理事会の開催と日本部会の法人化設立を祝う

ICD日本部会前会長

齋　藤　　毅
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　The�International�College�of�Dentists（ICD）,� in� its�code�of�ethics,�states� in�detail� the�objective�of�the�ICD�
and�the�professional�duties�and�appropriate�awareness�for�fellows.��Both�the�objective（code�of�ethics）�and�the�
articles�of�incorporation�of�the�ICD�Japan�Section�strongly�require�that�fellows�have�professional�ethics.��This�
therefore�embodies�the�significance�of�our�own�existence�which�is�distinguished�from�other�dental�associations.
　In�2009,�we�hosted�the�ICD�International�Council�along�with�major�meetings,�namely,�Annual�Meeting�and�
Induction,�Year-end�Meeting�and�Winter�Scientific�Meeting,� and� the�publication�of� the�newsletter.� �The� ICD�
International�Council�was�held�at�Pacifico�Yokohama�in�Yokohama�and�Intercontinental�Hotel�on�May�22�and�
23,�2009.��The�Committee�for�Steering�&�Governance�of�the�Japan�Section�and�the�fellows�of�Kanagawa�District�
played�key�roles�to�organize�a�preparatory�committee�and�an�executive�committee�preparing�for�and�managing�
the�ICD�International�Council.��The�ICD�International�Council,�assembled�by�Richard�A.�Schick�as�International�
President,�and�international�councilors,�is�a�meeting�to�communicate�and�associate�with�ICDs�from�all�over�the�
world.��The�Japan�Section,�responsible�for�this�year,�successfully�accommodated�the�Council.��I�understand�that�
this�achievement�was�greatly�attributed�to�the�tremendous�services�by�Fellow�Yoshinori�Sato�and�Fellow�Akira�
Senda,�and�the�fellows�of�the�Japan�Section�who�were�in�charge�of�preparing�for�and�managing�the�Council.��As�
President�of�the�Japan�Section,�I�extend�my�sincere�gratitude�to�all� the�parties�concerned�for�having�fulfilled�
our�obligations�as�host�country.
　On�the�occasion�of�the�2008�Winter�Meeting�in�February�2009,�a�symposium�called“Considering�the�Leap�of�
the�ICD�Japan�Section”to�aim�at�reforming�the�ICD�Japan�Section�was�held.��In�the�Meeting�former�President�
Moriyama,�President�of�Japan�Section�Saito�and�representatives�from�four�committees�to�study�the�reform�of�
the�organization�presented�various�proposals� for� the� future�of� the� Japan�Section,� specifically�dealing�with,� as�
urgent�issues,�the�growth�in�membership,�sound�management,�ensuring�financial�well-being�and�transparency,�
and�the�acceleration�of�the�process�of�incorporation.
　The�executive�office�proceeded�with�detailed�studies�on�these�proposals,�of�which�the�outline�for�the�reform�
is�summarized�as� follows,�working�vigorously�on�the� issues�of�ensuring� financial�well-being�and� incorporation�
among�others.
　1）Incorporation:� The� incorporation� of� our� college� has� been� explored� under� successive� Presidents� as� an�
outstanding� issue� for�more� than� a� decade.� �The� 2009�General�Meeting� decided� that� the� college� should� be� a�
general� aggregate� corporation.� � The� committee� for� reform� promotion� in� this� term� actively�worked� on� the�
preparation.� �As� a� result,� after� a� proposed� article� of� incorporation� as� a“general� aggregate� corporation”had�
been� drafted,� a� new� article� of� incorporation�was� completed� through� the� actions� of� the� President�Meeting,�
the� Executive� Council�Meeting� and� the�National� Council�Meeting� in� 2009� to� register� the� formal� article� of�
incorporation�at� the�Legal�Affairs�Bureau�on�February�24,� 2010.� �The“International�College�of�Dentists� as� a�
general� aggregate� corporation,”having� juridical� authority,�was�proudly�born� thereafter�by� the� actions� of� the�
National�Council�Meeting�and�the�General�Meeting�held�on�May�29,�2010.��For�the�ICD�Japan�Section,�it�is�our�
great�pleasure,�together�with�the�fellows�of�the�Japan�Section,�to�be�able�to�proceed�with�social�activities�as�an�
incorporated�organization,�transformed�from�a�private�organization,�which�had�long�been�a�pending�issue.
　2）Financial�well-being:�Among�varied�proposals� regarding� the� sustainment�of� our�organization�and� future�
development,� given� to� the� Future�Vision� Committee� Report（2007）and� the� Reform�Promotion� Five-Year�
Plan� Committee� Report（2008）,� sustenance� and� growth� in�membership,� and� sound� financial� status� and� its�

Commemorating�the�Holding�of�the�ICD�International�Council�
and�the�Incorporation�of�the�Japan�Section

Tsuyoshi�Saito
Imd-Past�President�of,�I.C.D.,�Japan�Section
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transparency� are� deemed� to� be� urgent� issues.� � In� this� term�we� have� established� a� committee� for� studying�
financial�issues�to�analyze�our�financial�status�and�make�substantial�proposals�for�sound�finance.��To�that�end�
a� finance� committee�was� set� up� under� the� Financial� Secretary� to� prepare� for� fiscal� 2009� accounting� report�
and� fiscal� 2010�budget.� �Consequently� the�projects� for� fiscal� 2010� charged�by� the� committees� are� extremely�
constrained�financially,�but�this�policy�is�indispensable�to�manage�our�organization�according�to�its�income.��We�
ask�for�the�cooperation�of�the�fellows�of�the�Japan�Section.
　3）Management:�We�have�reorganized�our�managing�structure�to�implement�projects�after�the�action�of�the�
Council,�carrying�out�the�planning�of�the�operation�in�the�Committee�for�Steering�&�Governance,�the�Committee�
for�Newsletter� and�Editing,� the� Committee� for� Reform�Promotion,� the� Committee� for�Member� Support,� the�
Committee�for�International�Affairs�and�the�Committee�for�Finance.��As�stated�at�the�inception�of�this�term,�the�
Japan�Section�again�implores�for�the�understanding�of�the�significance�of�working�on�international�activities�as�
is�endowed�by�the�ICD.�In�response�we�have�conducted�exchange�meetings�with�various�Asian�ICD�affiliates�
and�realized�academic�exchanges�with�Tri-Service�Dental�Conference（see�our�website）.
I�will,�finally,�express�my�appreciation�for�what�we�have�completed�in�the�two-year�term�achieved�through�the�
dedicated�cooperation�of�the�administration,�committee�members�and�fellows.


