
  

平成 31 年度秋田県歯科医師会事業報告 
 

１．総務関係 

４月 ３日 日歯・広報委員会第１６回小委員会 

（於 日歯 藤原会長（日歯理事）出席） 

１６日 第１回理事会（於 県歯会館） 

２０日 郡市歯科医師会会長協議会（於 秋田キャッスルホテル） 

２４日 日本歯科医師会ホームページ「日歯８０２０テレビ」に係る事前打合せ会 

（於 日歯 藤原会長（日歯理事）出席） 

  ２５日 日歯・第２９回理事会（於 日歯 藤原会長（日歯理事）出席） 

５月 ８日 第２回地域共生社会推進全国サミット inゆざわ第１回実行委員会 

（於 湯沢市役所 木村常務理事出席） 

      日歯・広報委員会正副委員長打合せ 

（於 日歯 藤原会長（日歯理事）出席） 

 第１回選挙管理委員会（於 県歯会館） 

１５日 日歯・広報委員会第１７回小委員会 

（於 日歯 藤原会長（日歯理事）出席） 

２１日 監査（於 県歯会館） 

第２回理事会（於 県歯会館） 

  ２３日 日歯・第３０回理事会（於 日歯 藤原会長（日歯理事）出席） 

２４日 日歯・第１２８回都道府県会長会議 

（於 日歯 藤原会長（日歯理事）、鈴木専務理事出席） 

２６日 秋田県歯科医師会囲碁大会・第３０回東北地区歯科医師親善囲碁大会 

秋田県予選（於 協働大町ビル） 

２８日 秋田県糖尿対策推進協議会理事会及び通常総会 

（於 秋大臨床医学研究棟 佐藤副会長、松野理事出席） 

６月 １日 第６７回よい歯のコンクール表彰式〔秋田市歯科医師会主催〕 

（於 県児童会館 藤原会長出席） 

   ２日 大森山動物園での歯科技工フェア  

（於 大森山動物園 協力歯科医：松野理事、工藤理事、相庭理事） 

 ５日 日歯・広報委員会第１８回小委員会 

（於 日歯 藤原会長（日歯理事）出席） 

      日歯・第７回広報委員会（於 日歯 藤原会長（日歯理事）出席） 

８日 秋田県警察歯科医会全体会並びに研修会（於 秋田ビューホテル） 

１２日 日歯・第３１回理事会（於 日歯 藤原会長（日歯理事）出席） 

   １３日 

～   日歯・第１９０回定時代議員会 

１４日         （於 日歯 藤原会長（日歯理事）、鈴木専務理事出席）  

１５日 第２回選挙管理委員会（於 県歯会館） 



  

６月１６日 第７回定時総会（於 県歯会館） 

第３回理事会（於 県歯会館） 

２０日 第４回理事会（於 県歯会館） 

  ２９日 秋田県歯科医師国民健康保険組合第１回理事会 

（於 県歯会館 藤原会長出席） 

７月 １日 超高齢社会と健康寿命－秋田県の保健医療の包括的な取り組み－ 

（於 秋大手形キャンパス 講師：藤原会長） 

   ５日 第１回秋田県医療勤務環境改善支援センター運営協議会 

（於 秋田地方総合庁舎 鈴木専務理事出席） 

 ８日 第１回秋田県医療審議会医療計画部会 

（於 ルポールみずほ 藤原会長出席） 

１７日 第５回理事会（於 県歯会館） 

  １８日 湯沢市・雄勝郡歯科医師会懇談会（於 湯沢ロイヤルホテル） 

２０日 秋田県歯科医師国民健康保険組合組合会（於 県歯会館 藤原会長出席） 

    秋田県歯科医師国民健康保険組合新旧役員懇談会 

（於 川反軒 藤原会長出席） 

２９日 秋田県健康づくり県民運動推進協議会総会 

（於 秋田ビューホテル 藤原会長出席） 

       第１回秋田県がん診療連携協議会総会（於 秋大医学部 藤原会長出席） 

   ３０日 「秋田県総合防災訓練」打合せ（於 県歯会館 鈴木専務理事出席） 

 ８月 ５日 「秋田県総合防災訓練」全体打合せ会議 

（於 男鹿市民文化会館 大川事務局長出席） 

１０日 東北がんネットワーク総会・特別講演会 

（於 ＴＫＰガーデンシティ仙台 藤原会長出席） 

２１日 第９回災害歯科保健医療連絡協議会（於 日歯 鈴木専務理事出席） 

 ２１世紀の医療を守る会第１回役員会並びに総会 

（於 秋田県医師会 藤原会長出席） 

２２日 第６回理事会（於 県歯会館） 

２７日 「秋田県総合防災訓練」打合せ会議（於 男鹿警察署 清水常務理事、 

森山警察歯科医、武蔵警察歯科医、男鹿・潟上・南秋：石井秀彦会長、 

小玉尚伸理事、児玉元理事出席） 

２８日 第２回地域共生社会推進全国サミット inゆざわ第２回実行委員会 

（於 湯沢市役所 木村副会長出席） 

２９日 第１回秋田県国民健康保険審査会 

（於 アキタパークホテル 藤原会長出席） 

 由利本荘歯科医師会懇談会（於 本荘グランドホテル） 

 

 

 

 



  

合同懇談会（於 ホテルクラウンパレス秋北） 

 ９月 １日 令和元年度秋田県総合防災訓練 

（於 旧男鹿市立船川南小学校体育館、県庁第二 工藤常務理事、 

清水常務理事、佐藤泰朗警察歯科医、高橋克暢警察歯科医、 

森山眞司警察歯科医、武蔵哲貞警察歯科医、 

男鹿・潟上・南秋：石井秀彦会長、小玉尚伸理事、河田輝彦理事、 

児玉元理事、小西一峰監事、事務局：大川事務局長、大仲会計課長出席） 

 ４日 第 1回秋田県医療介護総合確保事業計画策定委員会 

（於 ルポールみずほ 藤原会長出席） 

 ７日 秋田県歯科医師会野球部結団式（於 津ねや 藤原会長出席） 

 ８日 第１回東北がんネットワーク医科歯科連携専門委員会 

（於 宮城県歯 畠山常務理事出席） 

１２日 第１回小規模県歯科医師会役員懇話会「世話人会」 

（於 日歯 藤原会長、鈴木専務理事出席） 

      日歯・第１９１回臨時代議員会（於 日歯 藤原会長出席） 

      日本歯科医師会役員就任披露パーティー 

（於 ホテルニューオータニ 藤原会長出席） 

１８日 第７回理事会（於 県歯会館） 

２２日 

～   災害歯科保健医療体制研修会（東日本ブロック） 

２３日        （於 日歯 鈴木専務理事、大仲会計課長、鈴木主事出席）  

２８日 能代市・山本郡歯科医師会懇談会（於 魚松） 

１０月 ３日 秋田県糖尿病療養指導士（第５回認定）認定更新判定会議 

（於 秋大臨床研究棟 松野常務理事出席） 

 ５日 男鹿・潟上・南秋歯科医師会懇談会（於 秋田キャッスルホテル） 

 東北ブロックＨＩＶ歯科医療連絡協議会 

（於 仙台医療センター 清水常務理事出席） 

 ９日 秋田県後期高齢者医療広域連合第１回運営懇話会 

（於 秋田県市町村会館 鈴木専務理事出席） 

１０日 第２回地域共生社会推進全国サミット inゆざわ 

（於 湯沢市文化会館 藤原会長出席） 

１３日 第３７回日本小児歯科学会北日本地方会大会懇親会 

（於 秋田ビューホテル 藤原会長出席） 

１６日 日歯・第 1回役員報酬算定審議会 

（於 日歯 鈴木専務理事（日歯役員報酬算定審議会委員）出席） 

１８日 秋田市歯科医師会懇談会（於 味治） 

１９日 大館北秋田歯科医師会 

鹿角市・鹿角郡歯科医師会 

２３日 第８回理事会（於 県歯会館） 

２４日 秋田県糖尿病対策推進協議会「ブラッシュアップ会議」 

（於 秋大臨床研究棟 松野常務理事出席） 



  

合同懇談会（於 松與会館） 

１０月２６日 秋田県警察医・警察歯科医連絡会議（於 ふきみ会館） 

       横手市歯科医師会 

ひらか歯科医師会 

   ２８日 秋田県歯科医療行政懇談会（於 秋田キャッスルホテル）          

１１月 ２日 日本口腔インプラント学会第３９回東北・北海道支部学術大会懇親会 

                   （於 秋田キャッスルホテル 藤原会長出席） 

    ９日  大曲仙北歯科医師会懇談会（於 グランドパレス川端） 

   １１日  第１回あきた健康長寿政策会議（於 ルポールみずほ 藤原会長出席） 

１２日 秋田県糖尿病療養指導士認定試験判定会議 

（於 秋大臨床研究棟 松野常務理事出席） 

   １３日 都道府県歯科医師会専務理事連絡協議会（於 日歯 鈴木専務理事出席） 

   １９日 監査（於 県歯会館） 

       第９回理事会（於 県歯会館） 

   ２２日 多目的コホート研究・次世代多目的コホート研究における 

「横手地域連絡会議」（於 横手セントラルホテル 松野常務理事出席） 

   ２４日 ２１世紀の医療を守る県民の集い（於 秋田ビューホテル 藤原会長出席） 

   ２６日 県議会議員との懇談会に向けた事前打合せ（於 県歯会館） 

   ２８日 秋田県医療審議会医療法人部会（於 秋田地方総合庁舎 藤原会長出席） 

   ２９日 都道府県歯科医師会事務長事務連絡会（於 日歯 大川事務局長出席） 

１２月 ４日 秋田県医療事故調査等支援団体連絡協議会 

（於 秋田県医師会 木村副会長、清水常務理事出席） 

 ９日 県議会議員との懇談会（於 秋田キャッスルホテル） 

１０日 秋田県医療関係団体連絡協議会事務連絡会 

（於 秋田県総合保健センター 鈴木専務理事出席） 

   １４日 第１０回理事会（於 県歯会館） 

令和 ２年 

 １月１１日 秋田県医療関係団体研修会・新年会 

（於 秋田キャッスルホテル 藤原会長、立花副会長出席） 

   １６日 第１１回理事会（於 県歯会館） 

   １８日 秋田市歯科医師会２０２０年新年会 

佐藤金彦先生・石田泰先生・河原田實先生・伊藤修先生受賞祝賀会 

       （於 秋田キャッスルホテル 藤原会長出席） 

    ２１日 秋田県健康づくり審議会感染症対策分科会エイズ部会 

（於 県議会棟 清水常務理事出席） 

２２日 秋田県救急・災害医療検討委員会 

（於 ルポールみずほ 清水常務理事出席） 

 秋田県歯と口腔の健康づくり推進条例改正に係る打合せ（於 県歯会館 

藤原会長、立花副会長、佐々木副会長、畠山常務理事出席） 

   ２４日 秋田県医療関係団体連絡協議会（於 秋田キャッスルホテル 藤原会長、 

       佐々木副会長、大瀧祥子秋田市会員、大川事務局長、嵯峨総務課長出席） 



  

 １月２５日 秋田県歯科衛生士会との懇談会（於 県歯会館 藤原会長、木村副会長、 

佐々木副会長、工藤常務理事、玉木理事出席） 

       秋田県歯科技工士会との懇談会（於 ぷくぷく 藤原会長、木村副会長、 

佐々木副会長、工藤常務理事、玉木理事出席） 

   ２８日 日歯・第１回予算決算特別委員会 

（於 日歯 藤原会長（日歯予算決算特別委員会委員）出席） 

   ３０日 大学病院情報マネジメント部門連絡会議 

（於 秋田キャッスルホテル 演者：畠山常務理事） 

 ２月 １日 秋田県歯科医師国民健康保険組合第４回理事会 

（於 県歯会館 藤原会長出席） 

    ３日 秋田県健康づくり審議会がん対策分科会（於 県議会棟 立花副会長出席） 

   １０日 第２回秋田県がん診療連携協議会総会（於 秋大外来棟 藤原会長出席） 

   １２日 健口づくり連携推進検討会（於 秋田地方総合庁舎 藤原会長出席） 

   １７日 医科・歯科連携懇談会 

（於 秋田キャッスルホテル 藤原会長、立花副会長、佐々木副会長、 

畠山常務理事、大川事務局長、嵯峨総務課長出席） 

   １９日 日歯・第１０回災害歯科保健医療連絡協議会（於 日歯 藤原会長出席） 

       秋田大学医学部創立５０周年記念会発会式及び第１回運営委員会 

（於 秋大外来棟 大川事務局長出席） 

   ２０日 第１２回理事会（於 県歯会館） 

   ２５日 オンライン資格確認システム説明会東北ブロック会議 

（於 花京スクエア 清水常務理事、相庭理事出席） 

       秋田県糖尿病重症化予防対策推進会議（於 県議会棟 松野常務理事出席） 

 秋田県糖尿病対策推進会議幹事会 

（於 秋田県医師会 松野常務理事、小川理事出席） 

２７日 秋田県健康づくり審議会感染症対策分科会 

（於 県議会棟 清水常務理事出席） 

   ２８日 第１２９回都道府県会長会議〔Ｗｅｂ会議配信〕 

（於 県歯会館 藤原会長出席） 

２９日 郡市歯科医師会会長・専務理事協議会（於 県歯会館）  

 ３月 ４日 秋田県健康づくり審議会歯科保健分科会 

（於 秋田地方総合庁舎 藤原会長、畠山常務理事出席） 

    ９日 第３回秋田県医療審議会医療計画部会 

（於 ルポールみずほ 藤原会長出席） 

   １１日 第２回地域共生社会推進全国サミット inゆざわ第３回実行委員会 

（於 湯沢グランドホテル 木村副会長出席） 

１８日 日歯・第３回役員報酬算定審議会〔Ｗｅｂ会議配信〕 

（於 県歯会館 鈴木専務理事（日歯役員報酬算定審議会委員）出席） 

１９日 第１３回理事会（於 県歯会館） 

    第１回秋田県医療審議会（於 教育会館 藤原会長出席） 



  

３月２４日 「食の国あきた」推進会議（於 ルポールみずほ 藤原会長出席） 

２５日 秋田県医療勤務環境改善支援センター運営協議会 

（於 県庁第二 鈴木専務事出席） 

秋田県へき地医療支援機構へき地医療支援計画策定等会議 

（於 ルポールみずほ 大川事務局長出席） 

２７日 第１回秋田県新型コロナウイルス感染症対策協議会 

（於 ルポールみずほ 清水常務理事出席） 

２９日 臨時総会（於 県歯会館） 

 

 

２．会計関係 

令和 ２年 

 ２月 ６日 会計に係る打合せ 

（於 県歯会館 藤原会長、立花副会長、三浦常務理事出席） 

 

 

３．社会保険関係 

４月１１日 社会保険診療報酬支払基金秋田支部第８００回幹事会 

（於 支払基金 藤原会長出席） 

２３日 東北地方社会保険医療協議会秋田部会 

（於 東北厚生局秋田事務所 立花常務理事出席） 

５月１６日 社会保険診療報酬支払基金秋田支部第８０１回幹事会 

（於 支払基金 藤原会長出席） 

２２日 東北地方社会保険医療協議会秋田部会 

（於 東北厚生局秋田事務所 立花常務理事出席） 

６月３０日 社会保険医療担当者の個別指導（於 能代市中央公民館） 

    ７日 社会保険医療担当者の個別指導（於 ふきみ会館） 

１３日 社会保険医療担当者の新規個別指導（於 ふきみ会館） 

１８日 社会保険医療担当者の個別指導（於 ふきみ会館） 

２４日 東北地方社会保険医療協議会秋田部会 

（於 東北厚生局秋田事務所 立花副会長出席） 

 ７月１１日 社会保険医療担当者の個別指導（於 ふきみ会館） 

 社会保険診療報酬支払基金秋田支部第８０３回幹事会 

（於 支払基金 藤原会長出席） 

   １８日 社会保険医療担当者の個別指導・新規個別指導 

（於 横手交流センターＹ²プラザ） 

２３日 東北地方社会保険医療協議会秋田部会 

（於 東北厚生局秋田事務所 立花副会長出席） 

 ８月 １日 社会保険医療担当者の個別指導（於 横手就業改善センター） 

    ８日 社会保険医療担当者の個別指導（於 横手就業改善センター） 



  

８月 ８日 社会保険診療報酬支払基金秋田支部第８０４回幹事会 

（於 支払基金 藤原会長出席） 

   ２２日 社会保険医療担当者の集団的個別指導（於 秋田県ＪＡビル） 

   ２９日 社会保険医療担当者の個別指導（於 ふきみ会館） 

９月 ８日 社会保険情報ネットワーク連絡協議会 

 （於 アルカディア市ヶ谷 立花副会長、工藤常務理事、清水理事出席） 

 ９日 社会保険指導者研修会 

（於 日本教育会館 立花副会長、工藤常務理事、清水理事出席） 

   １１日 社会保険医療担当者の個別指導（於 ふきみ会館） 

   １２日 社会保険医療担当者の個別指導（於 ふきみ会館） 

   １４日 医療問題講演会（於 県歯会館） 

   １８日 社会保険医療担当者の個別指導（於 ふきみ会館） 

   １９日 社会保険医療担当者の個別指導（於 ふきみ会館） 

２６日 第１回保険委員会（於 県歯会館） 

１０月 ８日 担当理事協議会に向けた社会保険に係る協議題打合せ 

（於 県歯会館 立花副会長、工藤常務理事、清水理事出席） 

 ９日 社会保険医療担当者の個別指導（於 ふきみ会館） 

 社会保険診療報酬支払基金秋田支部第８０６回幹事会 

（於 支払基金 藤原会長出席） 

   １６日 社会保険医療担当者の個別指導（於 ふきみ会館） 

２３日 東北地方社会保険医療協議会秋田部会 

（於 東北厚生局秋田事務所 立花副会長出席） 

２９日 社会保険医療担当者の個別指導（於 ホテルウェルネス横手路） 

１１月 ７日 社会保険医療担当者の個別指導（於 ふきみ会館） 

 ９日 個別指導に向けた講習会（於 県歯会館） 

１３日 秋田市歯科医師会保険講習会（於 県歯会館 講師：立花副会長） 

１４日 社会保険医療担当者の集団的個別指導（於 秋田第二合同庁舎） 

    社会保険診療報酬支払基金秋田支部第８０７回幹事会 

    （於 支払基金 藤原会長出席） 

２６日 東北地方社会保険医療協議会秋田部会 

（於 東北厚生局秋田事務所 立花副会長出席） 

２８日 社会保険医療担当者の個別指導（於 大曲中央公民館） 

１２月 ５日 社会保険医療担当者の個別指導（於 能代市中央公民館） 

   １０日 社会保険医療担当者の個別指導（於 ふきみ会館） 

   １９日 東北地方社会保険医療協議会秋田部会 

（於 東北厚生局秋田事務所 立花副会長出席） 

       社会保険医療担当者の新規個別指導（於 大仙市大曲交流センター） 

令和 ２年 

１月 ９日 社会保険診療報酬支払基金秋田支部第８０９回幹事会 

（於 支払基金 藤原会長出席） 



  

１月２２日 東北地方社会保険医療協議会秋田部会 

（於 東北厚生局秋田事務所 立花副会長出席） 

   ２４日 社会保険診療報酬支払基金秋田支部（歯科）新年会 

（於 ダイニング万葉 立花副会長出席） 

２月 ８日 仙台歯科医師会・福島歯科医師会・盛岡市歯科医師会 

社会保険担当者懇談会（於 岩手県歯 工藤常務理事、清水理事出席） 

  １３日 社会保険診療報酬支払基金秋田支部第８１０回幹事会 

（於 支払基金 藤原会長出席） 

３月１０日 都道府県歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会〔Ｗｅｂ会議配信〕 

（於 県歯会館 立花副会長、工藤常務理事、清水理事出席）   

   １３日 社保打合せ（於 県歯会館） 

   ２１日 保険委員並びに審査委員合同委員会（於 県歯会館）    

２４日 東北地方社会保険医療協議会秋田部会 

（於 東北厚生局秋田事務所 立花副会長出席） 

 社会保険医療担当者指導打合せ会（於 県歯会館 藤原会長、立花副会長、 

工藤常務理事、清水理事出席） 

 

 

４．学術関係 

４月１４日 秋田県歯科医師会学術講演会（於 県歯会館） 

６月 ６日 第１回学術委員会（於 県歯会館） 

７月２４日 Ｗｅｂ会議（Ｗｅｂｅｘ）に係る説明会（於 日歯 相庭理事出席） 

１１月１４日 第２回学術委員会（於 県歯会館） 

令和 ２年 

 ２月１３日 第３回学術委員会（於 県歯会館） 

 

 

５．地域保健関係  

４月１２日 「あきたプラチナ世代博２０１９」第１回実行委員会 

（於 ＡＢＳ秋田放送 嵯峨総務課長出席） 

２０日  

～   あきたプラチナ世代博２０１９（於 県立武道館） 

２１日        

６月 ４日 秋田県小児保健会理事会（於 県総合保健センター 松野理事出席） 

 「あきたプラチナ世代博２０１９」第２回実行委員会 

（於 ＡＢＳ秋田放送 嵯峨総務課長出席） 

 ７日 「子育て応援団すこやかあきた２０１９」第１回実務担当者会議 

（於 ＡＢＳ秋田放送 嵯峨総務課長出席） 

  

 



  

６月 ７日 

～   第３０回日本老年歯科医学会学術大会 

８日             （於 仙台国際センター 畠山常務理事出席）              

   ９日 親子よい歯のコンクール秋田県審査会並びに表彰式（於 衛生士科校舎） 

７月 ４日 「子育て応援団すこやかあきた２０１９」第２回実務担当者会議 

（於 ＡＢＳ秋田放送 嵯峨総務課長出席） 

７日 口腔ケア研修会（於 県歯会館） 

 ９日 第１回秋田県公衆衛生学会世話人会 

（於 秋大本道キャンパス 佐藤理事出席） 

１９日 「子育て応援団すこやかあきた２０１９」第１回実行委員会 

（於 ＡＢＳ秋田放送 大川事務局長出席） 

２７日 

～   子育て応援団すこやかあきた２０１９（於 県立武道館） 

２８日  

９月 ７日 第１回地域保健・学校歯科保健合同委員会（於 県歯会館） 

   １５日 フッ化物応用推進研修会（於 県歯会館） 

２６日 「第４１回むし歯予防全国大会」第２回実行委員会（於 県歯会館 

       藤原会長、鈴木専務理事、畠山常務理事、松野常務理事、佐藤理事出席） 

   ２９日 第９回東北口腔衛生学会 

（於 宮城県歯 藤原会長、畠山常務理事、佐藤理事出席） 

１０月 ６日 担当理事協議会に向けた地域保健に係る協議題打合せ 

（於 県歯会館 畠山常務理事、松野常務理事、佐藤理事出席） 

１９日 第５７回秋田県小児保健会総会並びに特別講演会 

（於 県総合保健センター 講師：松野常務理事） 

   ２５日 第４１回むし歯予防全国大会打合せ （於 県歯会館 藤原会長、 

鈴木専務理事、畠山常務理事、松野常務理事、佐藤理事出席） 

１１月 １日 第４０回全国歯科保健大会会長食事会  

                （於 郡山ビューホテルアネックス 藤原会長出席） 

    ２日 第４０回全国歯科保健大会（於 ビッグパレットふくしま 佐藤理事出席） 

   １６日 第４１回むし歯予防全国大会ｉｎ ＡＫＩＴＡ 

（於 秋田拠点センターアルヴェ） 

２６日 秋田県公衆衛生学会第２回世話人会・第１６回学術大会 

（於 遊学舎 佐藤理事出席） 

１２月 ７日 第１７回フォーラム８０２０（於 日歯 藤原会長、畠山常務理事出席） 

    ８日 第１９回秋田県歯科保健大会並びに歯科保健医療フォーラム 

（於 秋田ビューホテル） 

令和 ２年 

１月２９日 都道府県歯科医師会地域保健・産業保健・介護保険担当理事連絡協議会 

（於 日歯 畠山常務理事、佐藤理事出席） 

２月 ２日 在宅歯科診療従事者養成研修会（於 県歯会館） 



  

２月２２日 かかりつけ医・歯科医師・薬剤師向け認知症対応力向上研修教材説明会 

（於 フクラシア品川クリスタルスクエア 畠山常務理事出席） 

３月 ７日 第２回地域保健・学校歯科保健合同委員会（於 県歯会館） 

 

 

６. 医療管理・税務関係 

５月１９日 スタッフセミナー（於 県歯会館） 

 ８月 １日 第１回医療管理・税務委員会（於 県歯会館） 

令和 ２年 

 １月２６日 医療事故調査制度研修会（於 日歯 武蔵理事出席） 

 

 

７．広報関係 

７月 ６日 広報・地区広報合同委員会（於 県歯会館） 

  １９日 第１回広報委員会（於 県歯会館） 

１０月１１日 第２回広報委員会（於 県歯会館） 

令和 ２年 

 １月１６日 第３回広報委員会（於 県歯会館） 

 

 

８．厚生関係 

９月 ８日 県歯デンタルゴルフコンペ（於 南秋田カントリークラブ） 

 

 

９．裁定・機構整備関係 

 

 

10．調査・情報管理関係 

６月１０日 第１回調査・情報管理委員会（テレビ会議）  

７月２７日 第２回調査・情報管理委員会（於 県歯会館）  

 

 

11．学校歯科保健関係 

５月２０日 秋田県学校保健連合会第１回役員会 

（於 秋田地方総合庁舎 守口副会長出席） 

６月１２日 秋田県新規採用養護教諭校外研修（於 県庁第二 講師：松野理事） 

２６日 日学歯・第９７回定時総会（於 日歯 藤原会長出席） 

２８日 学校保健・学校安全の表彰に関する審査会 

（於 県庁第二 佐々木副会長出席） 

 



  

７月 ２日 秋田県よい歯の学校表彰及び幼稚園・保育所（園）表彰中央審査会 

（於 県歯会館） 

 ３日 現代的健康課題への対応事業（文部科学省委託：学校保健総合支援事業） 

における第１回県連絡協議会（於 県庁第二 松野常務理事出席） 

８月 ４日 第６６回秋田県学校保健研究大会大館北秋田大会 

（於 北秋田市文化会館 藤原会長、佐々木副会長出席） 

９月 ７日 第１回地域保健・学校歯科保健合同委員会（於 県歯会館） 

１８日 「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」並びに 

「歯・口の健康啓発標語コンクール」秋田県審査会（於 県歯会館  

審査員：藤原会長、佐々木副会長、畠山常務理事、 

松野常務理事、佐藤理事、星野校長出席） 

１０月 ２日 日学歯・第９８回臨時総会（於 ＴＫＰ市ヶ谷ビル 藤原会長出席） 

１１月２１日 第６９回全国学校歯科医協議会 

（於 パレスホテル大宮 松野常務理事出席） 

１２月 ４日 日学歯・第１回会務検討臨時委員会（於 日歯 藤原会長出席） 

８日 第１９回秋田県歯科保健大会並びに歯科保健医療フォーラム 

（於 秋田ビューホテル） 

令和 ２年 

 １月１５日 現代的健康課題への対応事業における第２回県連絡協議会 

（於 県庁第二 松野常務理事出席） 

 ２月１４日 日学歯・第２回会務検討臨時委員会（於 日歯 藤原会長出席） 

   １９日 日学歯・加盟団体長会（於 日歯 藤原会長出席） 

 ３月 ７日 第２回地域保健・学校歯科保健合同委員会（於 県歯会館） 

   ２５日 日学歯・第９９回臨時総会（於 日歯 藤原会長出席） 

 

 

12．学校教育関係 

４月 ５日 歯科医療専門学校歯科衛生士科（第５２期生）入学式（於 県歯会館） 

５月１６日 全国歯科衛生士教育協議会２０１９年度総会 

（於 日本歯科大学生命歯学部 星野校長出席） 

２３日 第１回学校運営審議会（於 衛生士科校舎） 

６月 ５日 高等教育の修学支援新制度説明会 

（於 県庁第二 鈴木事務局長補佐、吉田科長、鈴木主事出席） 

７月 ８日 歯科医療専門学校新旧役員引継ぎ会（於 衛生士科校舎） 

１１日 第２回学校運営審議会（於 衛生士科校舎） 

２６日 東北地区歯科衛生士教育協議会・総会（於 秋田ビューホテル  

藤原会長、佐々木副会長、鈴木専務理事出席） 

９月 ５日 臨床実習施設講師会（於 衛生士科校舎） 

７日 歯科医療専門学校・宣誓式（於 県歯会館） 

   １２日 入試特別委員会（於 衛生士科校舎） 



  

９月１２日 第３回学校運営審議会（於 衛生士科校舎） 

国家試験対策委員会（於 衛生士科校舎） 

１０月 ４日 日本学生支援機構奨学金業務研修会 

（於 パレスへいあん（仙台） 吉田科長、石塚教務出席） 

 ９日 

    ～   歯科医療専門学校研修旅行（於 神戸・大阪） 

１１日  

   １７日 国家試験対策委員並びに補習講義担当講師合同打合せ会 

（於 衛生士科校舎） 

１９日 令和２年度歯科医療専門学校推薦入学試験〔Ⅰ期〕・ 

社会人入学試験〔Ⅰ期〕（於 衛生士科校舎） 

２４日 令和２年度歯科医療専門学校推薦入学試験〔Ⅰ期〕・ 

社会人入学試験〔Ⅰ期〕選考会（於 衛生士科校舎） 

１１月１４日 第４回学校運営審議会（於 衛生士科校舎） 

   ２０日 歯科医療専門学校球技大会（於 秋田市立体育館） 

１２月 ７日 令和２年度歯科医療専門学校推薦入学試験〔Ⅱ期〕・選考会 

（於 衛生士科校舎） 

       歯科衛生士専任教員講習会Ⅵ（於 福岡県歯 菊地教務、石塚教務出席） 

   １３日 第５回学校運営審議会（於 衛生士科校舎） 

１４日 歯科医療専門学校ホームページに係る打合せ（於 県歯会館） 

２４日 歯科医療専門学校動画制作に係る打合せ（於 県歯会館） 

令和 ２年 

 １月２５日 令和２年度歯科医療専門学校一般入学試験〔Ⅰ期〕・ 

社会人入学試験〔Ⅱ期〕（於 衛生士科校舎） 

 ２月 ６日 日本学生支援機構奨学業務連絡協議会 

（於 パルスへいあん 石塚教務、鈴木主事出席） 

  １３日 第６回学校運営審議会（於 衛生士科校舎） 

２０日 第 1回教育課程編成委員会（於 衛生士科校舎） 

      第 1回学校教育運営委員会（於 衛生士科校舎） 

２２日 令和２年度歯科医療専門学校一般入学試験〔Ⅱ期〕・選考会 

（於 衛生士科校舎） 

３月 ７日 歯科衛生士科（５０期生）卒業証書授与式（於 秋田キャッスルホテル） 

    ９日 歯科医療専門学校 自己評価委員会（於 衛生士科校舎） 

１４日 令和２年度歯科医療専門学校一般入学試験〔Ⅲ期〕・選考会 

（於 衛生士科校舎） 

   ２６日 学校関係者評価委員会（於 衛生士科校舎） 

       第７回学校運営審議会（於 衛生士科校舎） 

 

 

 



  

13. 東北歯連関係 

 ７月 ６日 東北地区歯科医師会連合会事務引継ぎ 

（於 県歯会館 藤原会長、鈴木専務理事、三浦常務理事出席） 

 北海道・東北地区歯科医師会連絡協議会事務引継ぎ 

（於 県歯会館 藤原会長、鈴木専務理事、三浦常務理事出席） 

   １２日 第１回東北地区歯科医師会連合会福祉共済制度運営委員会 

（於 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング  

鈴木専務理事、三浦常務理事出席） 

１３日 第１回東北地区歯科医学会運営委員会（於 秋田ビューホテル  

藤原会長、鈴木専務理事、小川理事、斉藤学術委員会委員長出席） 

１４日 第３０回東北地区歯科医師親善囲碁大会（於 秋田キャッスルホテル） 

     団体戦 第２位  秋田県 

     個人戦 棋聖戦  優 勝 藤岡 敏一秋田市会員 

            名人戦、本因坊戦 いずれも第三位以内の秋田県入賞者なし 

   ２７日 東北地区歯科医師会連合会「第１回常任理事会」 

（於 秋田ビューホテル 藤原会長、佐々木副会長、 

鈴木専務理事、三浦常務理事出席） 

 北海道・東北地区歯科医師会連絡協議会「第１回専務理事会議」 

（於 秋田ビューホテル 藤原会長、佐々木副会長、 

鈴木専務理事、三浦常務理事出席） 

８月２４日 東北地区歯科医師会連合会共済会第１回理事会 

（於 秋田キャッスルホテル 藤原会長、佐々木副会長、 

鈴木専務理事、三浦常務理事出席） 

 第９５回東北地区歯科医師会連合会役員協議会 

（於 秋田キャッスルホテル 県歯役員出席） 

９月２２日 第６８回東北地区歯科医師親善野球大会 

（於 さきがけ八橋球場、八橋多目的グラウンド）秋田県 予選リーグ敗退 

１０月 ６日 生涯研修セミナー〔ライブ配信形式〕（於 県歯会館） 

    第５５回東北地区歯科医師親善剣道大会（於 県立武道館） 

     団体戦 優 勝 秋田県Ａチーム  

         第３位 秋田県Ｂチーム 

     個人戦 四段・五段の部 準優勝 佐藤  拓秋田市会員 

第３位 高橋 武道大曲仙北会員 

            六段以上の部  準優勝 石川 維範大曲仙北会員 

第３位 谷本  淳鹿角市・鹿角郡会員 

 

 

 

 

 



  

１０月 ６日 第２１回東北地区歯科医師親善テニス大会（於 北野田公園テニスコート） 

        団体戦 秋田県 第４位 

     個人戦 ２位トーナメント優 勝 

          菊地功秋田市会員・石川承平秋田市会員ペア 

     コンソレーション１位トーナメント優 勝 

          畠山広美大曲仙北会員・石田雄一ひらか会員ペア 

１２日 北海道・東北地区歯科医師会連絡協議会「第２回専務理事会議」 

（於 秋田キャッスルホテル 藤原会長、佐々木副会長、 

鈴木専務理事、三浦常務理事出席） 

１４日 第５６回東北地区歯科医師親善ゴルフ大会 

（於 秋田太平山カントリークラブ）  

     団体戦 秋田県 第３位 

     個人戦  一般の部 

第３位以内の秋田県入賞者なし 

シニア・レディースの部 

第３位以内の秋田県入賞者なし 

グランドシニアの部 

第３位以内の秋田県入賞者なし 

１１月 ２日 生涯研修セミナー事前打合せ会 （於 濱乃家 藤原会長、佐々木副会長、 

鈴木専務理事、小川理事、斉藤学術委員会委員長出席） 

     ３日 生涯研修セミナー〔講演形式〕（於 県歯会館） 

   ２３日 北海道・東北地区歯科医師会担当理事協議会 

（於 秋田キャッスルホテル 藤原会長他役員及び委員出席） 

   ２４日 北海道・東北地区歯科医師会役員協議会 

（於 秋田キャッスルホテル 藤原会長他役員出席） 

３０日 第２回東北地区歯科医学会運営委員会（於 県歯会館 藤原会長、 

佐々木副会長、鈴木専務理事、小川理事、斉藤学術委員会委員長出席） 

３０日 

    ～   第７２回東北地区歯科医学会（於 県歯会館）  

１２月 １日 

 

 

 

令和 ２年 ３月３１日現在会員数（新入会員内訳） 

           終身会員    ７８名 

           Ａ 会 員   ３３６名（３名） 

           Ｂ 会 員     ２名（０名） 

           準 会 員    １４名（１名）      

             計     ４３０名（新入会員数４名） 


