
令和３年度活動報告

年 月 日 催事 場所/参加者

●幹部会議
R4 3 7 第1回幹部会議（正副会長＋専務理事＋ブロック理事）開催 ZOOM開催

顧問弁護士契約検討①・支部ブロック規則の見直し他

R4 4 19 第2回幹部会議（正副会長＋専務理事）開催 ZOOM開催

顧問弁護士契約検②・学会主催研修会検討・本年度の学術大会フライヤー検討・次年度の内容検討他

●役員会

R3 7 4 役員会議（理事＋監事＋ブロック理事）開催 ZOOM開催

5月21日の理事会で承認された会長交代報告・水上新会長の新組織と運営方針発表

R3 8 30 第1回「理事＋ブロック理事」会議開催（水上新会長就任後の初開催） ZOOM開催

新体制の基本方針・各委員会及び各ブロックの活動計画発表他

R3 12 21 第2回「理事＋監事＋ブロック理事」会議開催 ZOOM開催

各委員会及び各ブロックの活動結果発表・2022海外zoom演者決定・次年度定款変更検討他

R4 2 1 第3回「理事＋監事＋ブロック理事」会議開催 ZOOM開催

支部ブロック規則の変更・第14回学術大会開催地は東京ハイブリット開催決定・顧問契約等検討

R4 6 7 第4回「理事＋監事＋顧問＋ブロック理事」会議開催 ZOOM開催

総会議案書の検討・第14回学術大会の運営打ち合わせ他

●総会・学術大会

R3 7 4 第14回総会 ZOOM開催

新型肺炎コロナウィルス拡大により通常総会はzoom開催。Zoom参加者・委任状・議決権行使書にて承認

R3 7 4 第13回学術大会　 ZOOM開催

新型肺炎コロナウィルス拡大により学術大会はzoom開催。Zoom参加者によるzoom投票で受賞者の決定

●各委員会

R3 8 21 第1回学術委員会 ZOOM開催

第14回学術大会（北海道開催）詳細検討・海外講師zoom講演会の検討 　 　

R3 8 25 第1回広報委員会 ZOOM開催

広報委員会の活動方針検討・Vol.12学会誌発刊打ち合わせ①

R3 9 13 第2回広報委員会 ZOOM開催

水上新会長の学会運営方針の共有・Vol.12学会誌発刊打ち合わせ②

R3 10 7 第1回会計委員会 ZOOM開催

水上新会長の学会運営方針の共有・会計業務の確認・北海道学術大会の費用シミュレーション他

R3 10 8 第2回学術委員会 ZOOM開催

2022年海外zoom講師検討（4月8月ワン教授決定）・次年度学術大会の特別講演決定・学会主催コース検討

R3 10 8 第1回認定資格審議委員会 ZOOM開催

認定資格制度細則改定検討・Best Dentist定義・2022年認定試験実施スケジュール決定

R3 10 11 第1回総務委員会 ZOOM開催

定款変更・支部及びブロック支払い規則改定・学会就業規則改定の協議 　 　

R3 10 28 第3回学術委員会 ZOOM開催

11月3日Dr.Daftary &Dr.Zadeh zoom(USA)講演運営打ち合わせ・2022年Dr.Wng(USA)&Dr.Amato(Italy)決定

R3 12 1 第4回学術委員会 ZOOM開催

出版記念講演会（安東先生・金成先生・平井先生）の現地開催検討・学会主催コースシミュレーション

R3 12 2 第2回会計委員会 ZOOM開催

支払規定の改定原案作成・北海道学術大会現地開催及び学会主催コース採算シミュレーション

R4 1 18 第2回総務委員会 ZOOM開催

定款変更・支部及びブロック支払い規則改定・学会就業規則改定

R4 4 4 第5回学術委員会 ZOOM開催

第14回学術大会詳細検討（東京イイノホール決定）・4/10 Dr.Wang海外zoom講演会の運営検討

R4 4 11 第3回広報委員会 ZOOM開催

第14回学術大会案内状の原稿作成

●認定医・専門医・指導医試験

R3 7 3 第13回認定医・第4回専門医試験・第2回指導医試験 ZOOM開催

　 　 　 合格者：認定医　4名・専門医　1名・指導医　1名

●本部主催催事　海外研修

R3 11 3 Dr.F.Daftary & Dr. Homa Zadeh zoom webinar 通訳 松下容子先生 ZOOM開催



　 　 「オッセオインテグレーションとインプラント歯科学：学んだ事と見逃してきた事」他 93名

R4 4 10 Dr.Wang（ミシガン大学教授）zoom webinar 通訳 松下容子先生 ZOOM開催

「インプラント周囲炎を解明する」① 102名

●本部主催催事　国内研修

R3 5 13 第3回指導医zoom講演会 木村英生先生 ZOOM開催

『エンド治療成功の秘訣について』　〜下川エンドへの誘い〜 　 52名

R3 6 17 第4回指導医①zoom講演
会

吉野明先生 船木弘先生 ZOOM開催

咬合をみる（視る　診る　観る　観る）第一回　『正常咬合について改めて考えてみよう』 80名

R3 7 29 第4回指導医②zoom講演
会

吉野明先生 船木弘先生 ZOOM開催

　 　 咬合をみる（視る　診る　観る　観る）第二回　『力のコントロールを科学する』 67名

R3 8 25 第5回指導医zoom講演会 金成雅彦先生 ZOOM開催

　 『総合歯科臨床』のすすめ 70名

R3 9 17 第6回指導医zoom講演会 平井友成先生 ZOOM開催

『必ず上達 自家歯牙移植、再植』〜天然歯を最大限活用するために〜 　 88名

R3 10 21 第7回指導医zoom講演会 吉村理恵先生 ZOOM開催

『超高齢化社会に向けてIOD,　IRPDへの取り組み』 　 45名

R3 11 26 第8回指導医zoom講演会 島田昌明先生 ZOOM開催

『インプラント治療における骨増生』 52名

R3 12 23 第9回指導医zoom講演会 渡辺昌孝先生 ZOOM開催

『ネットを使った当院の取り組み、集患にホームページは有効か？』 23名

R4 1 21 第10回指導医zoom講演
会

吉嶺真一郎先生 ZOOM開催

『歯科に応用されている種々のレーザー&光治療』 24名

R4 2 24 第11回指導医zoom講演
会

安東俊夫先生 ZOOM開催

『歯周病治療、様々な病態への私のアプローチ』 55名

R4 3 31 第12回本部主催zoom講演会 歯科衛生士 藤本和泉先生 ZOOM開催

　 　 　 『歯科衛生士が行うメインテナンスの着眼点』　 66名



令和3年度　活 動 計 算 書

令和3年5月1日から令和4年4月30日

特定非営利活動法人　近未来オステオインプラント学会

科目 金　額　（単位：円）

Ⅰ 経常収益

１ 入会金収入 (445,000)

２ 会費収入 (13,754,000)

３ 事業収入

研修会等の開催による歯科インプラント臨床医療
の普及啓発事業 (6,371,810)

４ 寄付金収入

５ その他収益 (31,200)

受取利息 (371)

雑収入 (50,000) (50,371)

経常収益計 (20,652,381)

Ⅱ 経常費用

１ 事業費

（１） 人件費

講演料 (3,590,350)

人件費計 (3,590,350)

（２） その他経費
印刷製本費 (1,238,600)

運賃 (7,496)

消耗品費 (712,695)

旅費交通費 108,700

通信費 (420,772)

広告宣伝費 (66,000)

交際費 (409,650)

会議費 (1,198,218)

支部会費 (3,968,440)

手数料 (87,272)

雑費 (30,800)

その他経費計 (8,248,643)

事業費計 (11,838,993)

２ 管理費

（１） 人件費

給料手当 (4,463,850)

賞与 (848,000)

退職金 (30,000)

法定福利費 (823,240)

福利厚生費 (7,169)

人件費計 (6,172,259)

（２） その他経費

荷造運賃 (1,150)

事務用品費 (97,089)

消耗品費 (850)

水道光熱費 (55,641)

旅費交通費 (148,382)

支払手数料 (198,311)

租税公課 (812)

接待交際費 (49,700)

通信費 (299,735)

地代家賃 (726,000)

HP維持費 (252,800)

備品費 (191,689)

顧問料 (442,750)

減価償却費 (237,688)



災害見舞金 (30,000)

雑費 (11,932)

その他経費計 (2,744,529)

管理費計 (8,916,788)

経常費用計 (20,755,781)

当期経常増減額 △ 103,400

Ⅲ 経常外収益

１ 前期損益修正益 (0)

経常外収益計 0

Ⅳ 経常外費用

１ 雑損失 (0)

経常外費用計 0

当期正味財産増減額 △ 103,400

前期繰越正味財産額 (24,337,830)

次期繰越正味財産額 (24,234,430)



令和3年度　貸 借 対 照 表

令和4年4月30日現在

特定非営利活動法人　近未来オステオインプラント学会

科　　　　　目 金　　　　額　　（単位：円）

Ⅰ　資　産　の　部

流動資産

現金預金

現金 (63,816)

　現金合計 (63,816)

普通預金 (3,484,186)

郵便貯金 (5,231,809)

定期預金 (15,023,071)

　預金合計 (23,739,066)

　現金預金合計 (23,802,882)

その他の流動資産

前払費用 (60,500)

　その他の流動資産合計 (60,500)

　流動資産合計 (23,863,382)

固定資産

(1)有形固定資産

工具器具備品 (207,493)

　有形固定資産合計 (207,493)

(2)無形固定資産

ホームページ (194,544)

　無形固定資産合計 (194,544)

(3)投資その他の資産

敷金 (59,400)

投資その他の資産合計 (59,400)

　固定資産合計 (461,437)

　資産合計 (24,324,819)

Ⅱ　負　債　の　部

流動負債

預り金 (90,389)

　流動負債合計 (90,389)

固定負債

　固定負債合計 (0)

　負債合計 (90,389)

Ⅲ　正　味　財　産　の　部

前期繰越正味財産 24,337,830

当期正味財産増加額 △ 103,400

　正味財産合計 (24,234,430)

正味財産合計 (24,234,430)

　負債及び正味財産合計 (24,324,819)



資料４

令和3年度　財 産 目 録

令和4年4月30日現在

特定非営利活動法人　近未来オステオインプラント学会

科　　　　　目 金　　　　額　　（単位：円）

Ⅰ　資　産　の　部

流動資産

現金預金

現金　手許現金 (63,816)

普通預金　西日本ｼﾃｨ銀行　赤坂門支店 (3,484,186)

郵便局 (5,231,809)

定期預金　西日本ｼﾃｨ銀行　赤坂門支店 (15,023,071)

その他流動資産

前払費用　令和4年5月分家賃 (60,500)

　流動資産合計 (23,863,382)

固定資産

(1)有形固定資産

工具器具備品　パソコン2台 (207,493)

　有形固定資産合計 (207,493)

(2)無形固定資産

ホームページ (194,544)

　無形固定資産合計 (194,544)

(3)投資その他の資産

敷金　事務所敷金 (59,400)

投資その他の資産合計 (59,400)

　固定資産合計 (461,437)

　資産合計 (24,324,819)

Ⅱ　負　債　の　部

流動負債

預り金　住民税 (51,400)

　　　　その他 (38,989)

　流動負債合計 (90,389)

固定負債

　固定負債合計 (0)

　負債合計 (90,389)

　正味財産合計 (24,234,430)


