6‑(1)

令和3年度一般会務報告
(令和 3年4月1日 令和 4年3月31 田
月

日

1テ

事

名

令和3年

4月3日(士)
4月8日(木)
4月10日(士)
4月15日(木)
4月16日(金)
4 打 17日(士)

上十三歯科医師会定時総会(17:0の十和田倶楽部
日歯第"回常務理事会(web会議13:0の青森県歯科医師会館
西つがる歯科医師会通常総会(15:0の青森県歯利'医師会館
日歯第45回常務理事会卿eb会議13:0の青森県歯科医師会館
令和3年度青森県学校保健会第1回理事会a4:0の青森県庁
会報編集会議(19:3の
顕彰審議会(13:3の
第15回新型コロナウイルス感染症対策本部会議a4:0の
第19回常務理事会(対策本部終了後)
第 23 回理事会(15:3の

4月21日ωく)

かかりつけ歯科医師支援ワーキングチーム(理事会終了後)
8020健康社会フォーラムワーキングチーム(同上)
第1回東北地方社会保険医療協議会青森部会a6:0の
東北厚生局青森事務所

4月22日(木)
4月器日(金)

日歯第28回理事会(13:0の日本歯科医師会館
第9回青森県新型コロナウイルス感染症

医療対策会議(web会議 18:0の石江ミナトヤ歯科医院
北五歯科医師会定時総会(19:0の五所川原市民学習センター
4月24日(士)

令和3年度東北地区歯科医学会準備委員会岡eb会議 15:0の
青森県歯科医師会館

八戸歯科医師会定時総会(17:0の八戸市総合保健センター
南黒歯科医師会通常総会(17:0のスポカルイン黒石
むつ下北歯科医師会定時総会a7:0のむつグランドホテル
30日(金)
5月 8日(士)

4河

三戸郡歯科医師会通常総会a7:3のチェリウス
令和3年度第1回青森県立中央病院地域医療支援委員会a8:3の県病
地域保健委員会(15:3の
在宅歯科医療連携室研修会(委員会終了後)
在宅歯科医療連携室整備事業運営協議会(同上)
障害児者歯科保健支援体制強化事業

障がい児者歯科支援ネットワーク定着検討委員会(同上)
働き盛り世代の歯科健診充実強化事業

歯科健診推進・定着検討委員会(委員会終了後)
・1・

月

日

〒丁

事

名

障害児者歯科医療技術者養成事業実地管理委員会(同上)
令和3年度東北歯連福祉共済制度打合せ会岡eb会議 15:3の
青森県歯科医師会館

5月13日(木)
5月15日(士)

令和3年度東北歯連常任理事会準備委員会岡eb会議 16:0の同上
日歯第46回常務理事会(web会議13:0の青森県歯科医師会館
定期監査会(14:0の
第 16 回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(14:1の
第 24 回理事会(15:3の
第1回郡市歯科医師会会長連絡協議会(17:3の

5月17日例)

選挙管理委員会(17:3の
会報編集会議(19:3の
社保医療担当者新規個別指導(14:0の青森県水産ビル

5月19日(71<)
5月20日(木)

第10回青森県新型コロナウイルス感染症

5月22日(士)

医療対策会議(web会議 18:0の柏崎歯科医院
社会保険小委員会d4:3の
学校歯科委員会(15:3の
社会保険委員会(16:0の

5月24日(月)

令和3年度第1回青森県受動喫煙等防止対策検討会a6:3のアラスカ

5月26日(7jく)

日歯第6 回監事会(11:0の日本歯利・医師会館
社保医療担当者新規個別指導(14:0の三沢市公会堂
日学歯第102回臨時代議員会al:0の日本歯科医師会館
日歯第29 回理事会(13:0の同上
令和3年度青森県学校保健会理事・代議員合同会議(14:0の

5月27日(木)

青森県庁南棟

5月28日(金)

第132回都道府県歯科医師会会長会議師eb会議 14:0の
青森県歯科医師会館

5月29日(士)
6月

1日(火)

青森市歯科医師会通常総会(16:0の青森県歯科医師会館
弘前歯科医師会定時総会(16:0の弘前歯科医師会館
日歯第4回予算決算特別委員会a3:0の日本歯科医師会館
青森県歯科医師会館

6月

2日(オく)

令和 3年度第1回青森県循環器病対策推進協議会(18:0の
新町キューブ

6月

4日(金)

選挙管理委員会(17:3の

・2・

月
6月

日

5日(士)

1丁

名

事

第 17回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(14:0の
第20回常務理事会(対策本部終了後)
第 25 回理事会(15:3の

6月

7日網)

かかりつけ歯科医師支援ワーキングチーム(理事会終了後)
日本歯科医学会第105 回臨時評議員会岡eb会議 14:0の
かくたま歯科医院

6月10日(木)
6月16日(オく)
6月17日(木)
6 河 23日(7k)

日歯第48回常務理事会(13:0の日本歯科医師会館
社保医療担当者新規個別指導a4:0の下北文化会館
会報編集会議(19:3の
日歯第49 回常務理事会(10:0の日本歯科医師会館
社保医療担当者新規個別指導a4:0のグランドサンピアハ戸
第3回東北地方社会保険医療協議会青森部会(16:0の
東北厚生局青森事務所

6月24日(木)
6月25日(金)

日歯第30 回理事会(13:0の日本歯科医師会館
日歯第195 回定時代議員会(11:0の日本歯科医師会館
日歯第 1回理事会(14:3の同上

6月26日(士)

第 148 回定時代議員会(15:3の
第 1回理事会(代議員会終了後)
あおもりメディカルネット運営協議会

6月29日(火)
7月
7月
7月

1日(木)
3日(士)
8日(木)

令和3年度通常総会(web会議 18:0のアップル歯科医院
日歯第1回常務理事会a3:0の日本歯科医師会館
広報・情報処理委員会a6:0の
日歯第2 回常務理事会(13:0の日本歯科医師会館
社会保険診療報酬支払基金青森支部運営委員会(14:0の
社会保険診療報酬支払基金青森支部

7月10日(士)

北海道・東北地区連絡協並びに東北歯連事務引継ぎ(書面)
岩手県歯科医師会館

歯科保健図画・ポスター審査会(14:3の
7月13日(火)
7月14日(水)
7月15日(木)
7月16日(金)

歯科保健啓発標語コンクール審査会a5:3の
令和 3年度青森県歯と口の健康づくり推進協議会(18:0のアラスカ
東北歯連福祉共済制度運営委員会(書面)
日歯第2回理事会a3:0の日本歯科医師会館
令和3年度第1回青森県がん診療連携協議会緩和ケア部会

(web会議 14:0の長内歯科医院
会報編集会議(19:3の

・3・

月

日

7月17日(士)

1丁

事

名

臨時監査会(14:0の
第18回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(14:1の
第1回常務理事会(対策本部終了後)
東北地区歯科医学会第1回運営委員会(web会議 15:0の
青森県歯科医師会館

7 打 26日(月)

第2 回理事会(15:3の
第4回東北地方社会保険医療協議会青森部会a6:0の
東北厚生局青森事務所

7月28日(オく)

青森県学校保健会理事会(書面)
令和3年度第1回あおもり高齢者すこやか

7月29日(木)
7月31日(士)
8月

4日(オく)

自立プラン推進協議会(書面)
青森県学校歯科保健研究大会(10:0の青森県歯科医師会館
学校歯科委員会(大会終了後)
学術委員会(16:0の
医療管理委員会(17:0の
障害児者歯科医療技術者養成事業研修会(9:3の
あすなろ療育福祉センター

8月

5日(木)

8月

7日(士)

8月12日(木)
8 打 17日(火)
8月18日(水)

日歯第3 回常務理事会(web会議13:0の青森県歯科医師会館
令和3年度県南四歯科医師会合同学術講演会(15:3のきざん三沢
第1回東北歯連常任理事会(15:3の岩手県歯科医師会館
第 1回北海道・東北地区連絡協専務理事会議(16:3の同上
社会保険診療報酬支払基金青森支部運営委員会a4:0の支払基金
会報編集会議(19:3の
青森県介護支援専門員協会令和3年度定例総会(15:0の新町キューフ

8月19日(木)
8月21日(士)

同上理事会(15:3の同上
日歯第4回常務理事会(web会議13:0の青森県歯科医師会館
第19 回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(14:0の

8月23日(月)

第2回常務理事会(対策本部終了後)
第 3 回理事会(15:3の
8020健康社会フォーラムワーキングチーム(理事会終了後)
第5回東北地方社会保険医療協議会青森部会a6:0の
東北厚生局青森事務所

8月25日(/jく)

日歯第 1回監事会(11:0の日本歯科医師会館
日歯第 3 回理事会(13:0の同上
社保医療担当者新規個別指導(14:0の弘前市民会館

・4・

月

日

〒丁

事

名

第Ⅱ回青森県新型コロナウイルス感染症

医療対策会議(圦leb会議 18:0の小林歯科医院
8月27日(金)
8月

28日(士)

8月 30日(月)
9月

1日(/jく)

令和3年度第2回青森県立中央病院

地域医療支援委員会(web会議 18:3の福士歯科医院
日学歯学校歯科医生涯研修制度基礎研修a5:3の青森県歯科医師会館
令和3年度青森県エイズ等対策推進協議会(書面)
令和3年度青森県健康寿命アップ推進会議(書面)
障害児者歯科医療技術者養成事業研修会(9:3の
あすなろ療育福祉センター

9月

9月

3日(金)

第12回青森県新型コロナウイルス感染症

4日(士)

医療対策会議岡eb会議 18:0の石江ミナトヤ歯科医院
在宅歯科'医療連携室整備事業運営協議会(15:3の
地域保健委員会(協議会終了後)
障害児者歯科保健支援体制強化事業

障がい児者歯科支援ネットワーク定着検討委員会(同上)
働き盛り世代の歯科健診充実強化事業

歯科健診推進・定着検討委員会(委員会終了後)
障害児者歯科医療技術者養成事業実地管理委員会(同上)
北海道・東北地区歯科医師会役員協議会岡eb会議 14:0の
青森県歯科医師会館

9月

9月

8日(水)

9日(木)

東北歯連共済会第1回理事会(同上 15:0の同上
第97 回東北歯連役員協議会(同上 15:3の同上
令和3年度青森県保険者協議会(書面)
日歯第5回常務理事会a5:0の日本歯科医師会館
日歯第4 回臨時理事会(16:3の同上
日歯第196 回臨時代議員会(13:0の日本歯科医師会館
日学歯第 1回生涯研修制度運営委員会岡eb会議 13:3の
オリオン歯科クリニック

9月11日(士)

令和3年度青森県糖尿病対策推進会議(書面)
定款・規則等審議会(14:3の
糖尿病対策研修会(web併用 16:0の

9月14日(火)

第24 回日本歯科医学会学術大会参加登録説明会(web13:30)
かくたま歯科医院

月

日

9月15日(水)

ノー^

事

名

東北がんネットワーク令和3年度第1回医科歯科
連携専門委員会(web会議 19:00)かくたま歯科医院
会報編集会議(19:30)

9月16日(木)
9月18日(士)

日歯第6 回常務理事会(13:0の日本歯科医師会館
臨時監査会(14:00)
第20回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(14:10)
第3回常務理事会(対策本部終了後)
第 4 回理事会(15:30)
8020健康社会フォーラムワーキングチーム(理事会終了後)
かかりつけ歯科医師支援ワーキングチーム(同上)

9月19日(恥

令和 3年度生涯研修セミナー(東北地区 Web9:00)
岩手県歯科医師会館

9月23日(木)

第24回日本歯科医学会学術大会( 9/25Web)パシフィコ横浜

9月27日(月)

第6回東北地方社会保険医療協議会青森部会a6:0の
東北厚生局青森事務所

9月30日(木)

日歯第5 回理事会(13:0の日本歯科医師会館
青森県糖尿病歯周病医科歯科連携検討会(web会議 18:30)
柏崎歯科医院・かくたま歯科医院

10月

2日(木)

社会保険情報ネットワーク連絡協議会(web会議 14:00)
青森県歯科医師会館

10月

5日(火)

令和 3年度青森県脳卒中対策協議会(web会議 18:00)
あこう歯科・医院

10月
10月

7日(木)
8日(金)

日歯第7回常務理事会(13:0の日本歯科医師会館
令和 3年度社会保険指導者研修会(web会議 13:00)
青森県歯科医師会館

9日(士)
10月 12日(火)
10月 13日(水)
10月

学術委員会(16:00)
令和 3年度第 1回青森県がん対策推進協議会(18:00)アラスカ

障害児者歯科医療技術者養成事業研修会(9:3の
あすなろ療育福祉センター

社保医療担当者個別指導(14:0の青森合同庁舎
青森県介護支援専門員協会第3 回理事会(15:00)新町キューブ
10月 H e(木)

日歯第8回常務理事会(13:0の日本歯科医師会館
社会保険診療報酬支払基金青森支部運営委員会(14:0の支払基金

10月15日(金)

令和 3年度青森県歯科保健指導者研修会(web会議 13:30)
青森県歯利,阪師会館

・6・

月

日

10月16日(士)

行

事

名

青森県警察歯科協力医会第 1回幹事会(15:00)
社会保険小委員会(15:00)
社会保険委員会(16:00)

10月18日明)

会報編集会議(19:30)

10月21日(木)

第13回青森県新型コロナウイルス感染症

医療対策会議卿eb会議 18:3の石江ミナトヤ歯科医院
第85回全国学校歯科保健研究大会(web)有楽町朝日ホール

10月22日(金)

第7回東北地方社会保険医療協議会青森部会(16:0の
東北厚生局青森事務所

10月23日(士)

第21回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(14:00)
第4回常務理事会(対策本部終了後)
第 5 回理事会(15:30)
8020健康社会フォーラムワーキングチーム(理事会終了後)

10月27日(水)
10月28日(木)

社保医療担当者個別指導a3:0の十和田商工会館
日歯第6 回理事会(13:0の日本歯科医師会館
日歯第 1回歯科医療安全対策委員会(web17:00)柏崎歯科医院

30日(士)
11月 6日(士)
11月 9日(火)
10月

裁定審議委員会(15:00)
第 43 回会員研修発表会(14:30)
青森県競技力向上対策本部強化対策委員会
第 10 回医・科学ネットワーク専門委員会(18:00)アラスカ

11月10日(7jく)

障害児者歯科医療技術者養成事業研修会(9:3の
あすなろ療育福祉センター

11月11日(木)

社保医療担当者個別指導(14:0の五所川原市民学習情報センター
日歯第9回常務理事会(13:0の日本歯科医師会館
社会保険診療報酬支払基金青森支部運営委員会(14:0の支払基金

11月13日(士)

第42 回全国歯科保健大会(web12:30宮崎県)
メディキット県民文化センター

会館管理運営委員会(15:00)
報酬・給与等審議会(16:20)
11月14日(助

第74回東北地区歯科医学会(web9:00)岩手県歯科医師会館

11月15日(月)

令和 3年度青森県糖尿病対策協議会(18:00)アラスカ

11月16日(火)

会報編集会議(19:30)

11月17日(71<)

都道府県歯科医師会専務理事連絡協議会(web14:00)柏崎歯科医院

11月18日(木)

日歯第 10 回常務理事会(13:0の日本歯科医師会館

・フ・

月
11月

日
20

日(士)

事

行

名

臨時監査会(14:00)
第22 回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(14:10)
第5回常務理事会(対策本部終了後)
第 6 回理事会(15:30)
かかりつけ歯科医師支援ワーキングチーム(理事会終了後)
8020健康社会フォーラムワーキングチーム(同上)
あすなろ療育福祉センター診療科歯科打合せ会(17:00)

11月21日田)

令和 3年度歯科医療関係者感染症予防講習会(weblo:00)
青森県歯科医師会館

11月22日(月)

第2回青森県循環器病対策推進協議会(18:00)アスパム
第80回国民スポーツ大会青森県準備委員会
第2 回医事・衛生専門委員会(書面)

H 月24日(オく)

第8回東北地方社会保険医療協議会青森部会(16:0の
東北厚生局青森事務所

11月25日(木)
11月26日(金)

日歯第7回理事会(13:0の日本歯科医師会館
都道府県歯科医師会事務長事務連絡会(web14:00)
青森県歯科医師会館

令和3年度第1回青森県国民健康保険運営協議会(書面)
11月27日(士)

津軽四歯会合同学術講演会(web15:00)五所川原市役所
令和 3年度災害歯科保健医療体制研修会(web13:00)
日本歯科医師会館

11月28日(田

令和 3年度災害歯科保健医療体制研修会(web9:30)
日本歯科医師会館

12月

1日(水)

障害児者歯科医療技術者養成事業研修会(9:3の
あすなろ療育福祉センター

12月
12月

2日(木)
4日(士)

日歯第Ⅱ回常務理事会(13:0の日本歯科医師会館
定款・規則等審議会(14:3の
地域保健委員会a5:3の
在宅歯科医療連携室整備事業運営協議会(委員会終了後)
障害児者歯科保健支援体制強化事業

障がい児者歯科支援ネットワーク定着検討委員会(同上)
働き盛り世代の歯利'健診充実強化事業

歯利,健診推進・定着検討委員会(委員会終了後)
障害児者歯科医療技術者養成事業実地管理委員会(同上)

・8・

月

日

1丁

事

名

医療管理委員会(16:0の
12 河

7日(火)

12月

8日(/jく)

12月

9日(木)

12月

11日(士)

仙台国税局管内税務指導者協議会師eb14:0の
県保健衛生課との打合せ会(19:0の
社保医療担当者個別指導(14:0のグランドサンピアハ戸
日歯第1回議事運営特別委員会岡eb併用 14:0の日本歯科,医師会館
日歯歯科医療安全対策委員会正副委員長打合せ会(17:0の同上
日歯第12回常務理事会a3:0の日本歯科医師会館
令和3年度青森県歯科医師認知症

対応力向上研修会岡eb併用 15:0の
12月13日明)

会報編集会議(19:3の

12月15日(71<)
12月16日(木)

日学歯第 104回臨時代議員会a3:3のTKP市ケ谷ビル
日歯第8 回理事会(13:0の日本歯科医師会館
令和3年度青森県歯科医療管理体制

12月18日(士)

推進事業研修会(青森地区 19:0の青森県歯科医師会館
事業費予算打合せ会(13:3の
第23 回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(14:00)
第6回常務理事会(対策本部終了後)
第 7 回理事会(15:30)
学術小委員会(理事会終了後)

12月22日ωく)

第9回東北地方社会保険医療恊議会青森部会(16:0の
東北厚生局青森事務所

12月23日(木)

会計士との打合せ会(11:0の小野寺高会計事務所

令和4年

1月5日(水)

障害児者歯科医療技術者養成事業研修会(9:3の
あすなろ療育福祉センター

6日(木)
1月 7日(金)
1月 13日(木)
1月 15日(士)
1月

日歯第 13 回常務理事会(13:0の日本歯科医師会館
青森県後期高齢者医療広域連合運営懇談会(13:0の青森県共同ビル
日歯第 14 回常務理事会(13:0の日本歯科医師会館
臨時監査会a4:0の
第24回新型コロナウィルス感染症対策本部会議(14:1の
第 8 回理事会(15:00)

1月18日(月)

1月20日(木)

令和3年度第2回郡市歯科医師会会長連絡協議会(16:3の
会報編集会議(19:3の
日歯第9回理事会(web会議玲:0の青森県歯利・医師会館

・9・

月

日

1月21日(金)

1丁

事

名

令和3年度青森県介護支援専門員協会

第4 回理事会(15:0の新町キューブ
令和3年度青森県救急・災害医療対策協議会卿eb17:0の
柏崎歯科医院

1月22日(士)

学校歯科保健優良校表彰審査会(14:3の
学校歯科委員会(15:3の
広報・情報処理委員会(16:0の

1月23日(日)

弘前歯科医師会学術講演会(9:3の弘前歯科医師会館
第10回東北地方社会保険医療協議会青森部会(16:0の

1月24日(月)

東北厚生局青森事務所

1月26日(71<)
1月27日(木)

社保医療担当者個別指導(14:0の青森合同庁舎
日歯第1回予算決算特別委員会岡eb14:0の青森県歯科医師会館
日学歯第3回議事運営特別委員会岡eb13:0の福士歯科医院

1月28日(金)

第15回青森県新型コロナウイルス感染症

29日(士)
2月 2日(71<)

医療対策会議岡eb18:3の石江ミナトヤ歯科医院
新入会員研修会卿eb併用 16:0の
障害児者歯科医療技術者養成事業研修会(9:3の

1月

あすなろ療育福祉センター
2月

5日(土)

令和3年度北海道・東北地区担当理事協議会御eb13:3の
ホテルメトロポリタン盛岡NEWWING

令和3年度医療事故調査制度研修会御eb14:0の日本歯科医師会館
八戸歯科医師会学術講演会岡eb併用 14:0の八戸グランドホテル
上十三歯利・医師会学林玲議寅会6Ueb16:0の
2月

8日(火)

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恊議会岡eb13:0の青森県歯科医師会館
2月10日(木)

日歯第 15 回常務理事会(web会議13:0の青森県歯科医師会館
青森県学校保健会第2回理事会(書面)
青森県要保護児童対策地域協議会代表者会議(書面)
社会保険診療報酬支払基金青森支部運営委員会(書面)

2月12日(士)

第25 回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(14:00)
第7回常務理事会(対策本部終了後)
第 9 回理事会 a5:30)
8020健康社会ワーキングチーム(理事会終了後)

・10・

月

日

2月13日(田

事

1丁

名

日歯歯科医療安全対策委員会正副委員長打合せ会岡eb13:0の
柏崎歯科医院

2月14日(月)
2月16日(水)

令和3年度第2回青森県国民健康保険運営協議会(書面)
会報編集会議(19:3の
青森県食育推進会議(書面)
日学歯加盟団体長会個'eb13:3の福士歯科医院

2月17日(木)

青森県競技力向上対策本部第Ⅱ回強化対策委員会(書面)
日歯第16回常務理事会(web会議13:0の青森県歯科医師会館
令和3年度青森産業保健総合支援センター運営協議会(書面)
日歯第2回歯科医療安全対策委員会(web16:0の柏崎歯科医院
令和3年度第2回青森県糖尿病歯周病医科歯科連携

2月19日(士)

検討会(web18:3の柏崎歯科医院・かくたま歯科医院
地域保健委員会(15:3の
在宅歯科医療連携室整備事業運営協議会(委員会終了後)
障害児者歯科保健支援体制強化事業

障がい児者歯科支援ネットワーク定着検討委員会(同上)
働き盛り'世代の歯科健診充実強化事業

歯科健診推進・定着検討委員会(委員会終了後)
障害児者歯科医療技術者養成事業実地管理委員会(同上)
学術委員会a6:0の
歯科医療に係る苦情・キ脈炎対応講演会a7:0の八戸グランドホテル
令和3年度青森県歯科医療管理体制

2月20日(田

推進事業研修会(八戸地区Web併用 17:3の同上
令和 3年度災害歯科保健医療アドバンス研修会(訊leb9:3の
日本歯科医師会館

2月21日(月)

第Ⅱ回東北地方社会保険医療協議会青森部会a6:0の
東北厚生局青森事務所

2月22日(火)

日歯第2回議事運営特別委員会御eb14:0の福士歯科医院
令和3年度第2回あおもり高齢者すこやか

2月24日(木)

自立プラン推進協議会(書面)
令和3年度第3回青森県循環器病対策推進協議会卿eb18:0の
日歯第 10回理事会a3:0の日本歯科医師会館
令和3年度小規模県歯科医師会役員懇話会岡eb17:0の
青森県歯科医師会館ほか

令和3年度第2回青森県がん診療連携協議会緩和ケア部会(書面)

・ 11 ・

月
2月

日
25

日(金)

2月26日(士)

行

事

名

日歯第2 回監事会(11:0の日本歯科医師会館
第133回都道府県歯科医師会会長会議卿eb14:0の福士歯科医院
令和3年度青森県医療費適正化計画に係る懇話会(書面)
災害歯科保健ワーキングチーム(14:0の
青森県警察歯利'協力医会第2 回幹事会(14:4の
青森県教育委員会との打合せ会(15:0の
東北地区歯科'医学会第2回運営委員会(web15:0の青森県歯科医師会館

3月
3月

2日(オく)
3日(木)

障害児者歯科医療技術者養成事業研修会(中止)
日歯第 17 回常務理事会(10:0の日本歯科医師会館
令和3年度青森県医療事故調査制等支援団体運営協議会
(青森県医師会館・ web併用 18:3の柏崎歯科・医院・石江ミナトヤ歯科・医院

3月

5日(士)

臨時監査会(14:00)
第26 回新型コロナウイルス感染症対策本部会議(14:10)
県がん・生活習慣病対策課との打合せ(14:30)
第8回常務理事会(対策本部終了後)
令和3年度青森県歯科医療管理体制推進

事業研修会(弘前地区Web併用 15:0の弘前歯科医師会館
第 10 回理事会(15:30)
3月

6日(田

北海道・東北地区歯科医師会事務職員研修会(中止)

3月

9日(オく)

日歯第 18 回常務理事会(15:0の日本歯科医師会館
日歯第 11回臨時理事会(16:3の同上
日歯第 197 回臨時代議員会(配信 13:00)日本歯科医師会館

3月10日(木)

令和3年度青森県訪問看護推進恊議会(書面)

3月11日(金)

都道府県歯科・医師会社会保険担当理事
連絡協議会(web9:30)青森県歯科医師会館

3月12日(士)

青森市歯科医師会総会(16:00)青森県歯科医師会館
弘前歯科医師会臨時総会(16:00)弘前歯科医師会館

3月14日(月)

あおもりメディカルネット運営協議会臨時総会(書面)
日学歯第4回議事運営特別委員会(web13:00)福士歯科医院

3月16日(/jく)
3月17日(木)
3月19日(士)

会報編集会議(19:30)
令和3年度第2回青森県糖尿病対策推進会議(書面)
社会保険小委員会(13:00)
診療報酬改定に伴う説明会(14:00)
社会保険委員会(説明会終了後)

月
3月

日
20

日(助

行

事

名

令和 3年度生涯研修セミナー(北海道地区 Web9:00)
北海道歯科医師会館

3月23日(フ」く)

日学歯第 105 回臨時代議員会(13:30)日本歯科医師会館
令和3年度青森県介護支援専門員協会
第5 回理事会(web併用 15:00) AMC新町ビル

第12回東北地方社会保険医療協議会青森部会(16:0の
東北厚生局青森事務所

3月24日(木)
3月25日(金)

日歯第 12 回理事会(13:0の日本歯科'医師会館
令和3年度第2回青森県保険者協議会(書面)
令和3年度第2回青森県がん対策推進協議会(書面)

3月26日(士)

第 149 回臨時代議員会(web併用 15:30)

3月28日(月)

令和 3年度青森県医療審議会(HV17:00)福士歯科医院
令和3年度第4回青森県立中央病院地域医療支援委員会(書面)

3月29日(火)

東北がんネットワーク令和3年度
第2 回医科歯科連携専門委員会(web19:00)かくたま歯利'医院

・1

