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平成２６年度松阪地区医師会事業報告 
 

＜事業総括表＞ 

 

公益目的事業１ 

○地域の医療・保健・福祉の質の向上を図り、地域住民の健康増進と公衆衛生の向上に寄与する事業 

＜本部事務局＞ 

（１）感染症対策 

（２）健康維持・増進 

（３）健康講座への講師派遣 

（４）産業保健 

（５）乳幼児保健 

（６）学校保健 

（７）救急・災害医療 

１）休日夜間応急診療所 

２）行政防災訓練 

３）救急医療を考える集い 

４）地区救急医療体制 

（８）学術生涯教育 

（９）情報提供 

（10）病病・病診・診診連携推進 

（11）広報活動 

１）医師会ホームページ 

２）けんこうガイドの配布 

（12）医療保険等対策 

   １）社会保険集団指導 

２）保険診療情報の伝達・審査疑義に対する処理役目 

３）必要に応じた説明会の開催 

４）労災・公害・自賠責保険対策 

（13）介護保険関連 

      １) 介護認定審査会への協力参加 

   ２）介護保険認定審査会委員の現任研修会、新任研修会、主治医研修会への参加 

    ３）松阪市地域包括支援センターの継続受託 

（14）障害者総合支援法関連 

（15）医療安全対策等 

（16）在宅医療 

   

＜臨床検査センター＞  

  （１）臨床検査事業 

（２）精度管理事業 

（３）他施設受託臨床検査事業 
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（４）種々団体との共同研究並びに調査協力事業 

 

＜松阪市健診センター＞････松阪市より指定管理者として受託 

（１）学校保健安全法に基づく健診事業 

（２）無医地区（松阪市内嬉野地域宇気郷地区）健康診断・健康相談事業 

（３）市民公開講座・健康相談 

     

公益目的事業２   

○看護専門学校運営事業 

＜松阪看護専門学校＞ 

 

公益目的事業３  

○介護運営事業 

   ＜松阪市第一地域包括支援センター＞ 

＜居宅介護支援事業所＞ 

＜訪問看護ステーション＞ 

＜ホームヘルパーステーション＞ 

 

収益目的事業１   

○健診事業 

＜松阪市健診センター・保健医療センター＞ 

 

収益目的事業２ 

○医師会館賃貸等事業 

   ＜本部事務局＞ 

 

その他の事業１  

○会員相互扶助事業等 

＜本部事務局＞ 

（１）医療施設整備補助 

（２）医業経営補助 

（３）会員の健康・福祉の向上・増進 

（４）医師会相互の連絡調整 

（５）レセプト等の斡旋販売 

（６）ホームページ等 

 

法人全体に関しての事業 

 ○医師会館建設準備 
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平成２６年度 公益社団法人松阪地区医師会 事業報告 

                                  

公益目的事業１ 

○地域の医療・保健・福祉の質の向上を図り、地域住民の健康増進と公衆衛生の向上に寄与する事業 

 

＜本部事務局＞      

 

１．内容 

（１）感染症対策 

      市町からの定期予防接種・インフルエンザワクチン接種を受託し応需医療機関の取りま

とめを行った。予防接種の安全性確保のため、接種応需医療機関へ随時、国、県、市町よ

りの通知を情報提供した。 

乳幼児・学童の定期予防接種の接種率の向上に努めた。 

    【平成 26年度実績】 

     感染症対策委員会  3月 31日（火）19 時 30分 松阪地区医師会 

      事項 松阪市内で在宅医療中の多剤耐性アシネトバクター検出患者への対応について  

      29名出席 

 

（２）健康維持・増進 

    当会臨床検査センター・保健医療センター・松阪市健診センターの検査体制を構築し、

健診のノウハウならびに健 診システムを活用して、電子媒体の作製や特定健診・がん検

診等についての会員からの問合わせ窓口としての役目を担った。特定健診及び特定保健指

導体制の健診制度、管内市町が実施の健康増進法に係る各種検診（がん検診等）等につい

て更なる充実が図れるように積極的に対処した。スポーツ医の育成・派遣に取り組んだ。 

     【平成 26年度実績】  

       健康増進関係委員会   5月 16日（金）19時 30分 松阪地区医師会 

      事項 平成 26 年度松阪地区医師会管内 松阪市・多気郡３町実施の特定健診ならびに 

がん検診について 

       45名出席 

 

 特定健診説明会  6月 26日（木）14 時  フレックスホテル 

  内容 特定健診・がん検診等の契約内容について 

     松阪地区医師会臨床検査センターの対応について 

     特定健診・がん検診等健康診査に関しての質問 

       検診受託医療機関会員 35名、同医療機関従業員 147名、医師会職員 25名、 

計 207名 

 

 スポーツ医関係 

  （ア）認定スポーツ医への情報提供を行い資格取得・維持に努めた。 

（イ）委員会 平成 27年 1月 16日（金）19時 30分 場所 松阪地区医師会 

     事項（1）第 10回松阪シティマラソンに係る救護所への出務について 
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（2）その他                    

10名出席 

  （ウ）第 10回松阪シティマラソンの説明会 

      平成 27年 2月 20日（金）19 時 30分 場所 松阪地区医師会 

      事項（1）第 10回松阪シティマラソンの救護体制について 

        （2）救護所について 

        （3）その他 

15名出席 

(エ)第 10回松阪シティマラソンに伴う医師の派遣 

      平成 27年 3月 8日（日）8時～正午 場所 松阪市総合運動公園 

      派遣医師 3名 

  （オ）第 10回松阪シティマラソン救護所に係る反省会の開催について 

      平成 27年 3月 18日（水）19 時 30分 場所 松阪地区医師会 

      事項（1）第 10回松阪シティマラソンの報告について 

        （2）救護所に係る報告と反省点について 

        （3）今後の救護所に係る件について 

        （4）次回大会日程について（平成 28年 3月 13 日（日）） 

        （5）その他 

      18名出席  

 

（３）健康講座への講師派遣 

    地域住民への健康意識向上のため、松阪市の事業である公民館活動での健康講演会へ講

師を派遣した。 

      【平成 26年度実績】 健康講座派遣医師数 14名   

開 催 日 開催場所 時 間 タ イ ト ル 

4月 3日(木)   
漕代地区 

市民センター 

13:30～

15:00 

健康講座 

「ガンにならないためのお話」 

5月 29日(木) 健康センター 
13:30～

15:30 

お誘い隊養成講座 

「ここが知りたい生活習慣病予防 

～健診を受けよう！～」 

6月 26日(木) 
橋西地区 

市民センター 

13:30～

15:00 
ドクターUの健康宅配便 

7月 10日(木) 第四公民館 
13:30～

15:00 

お誘い隊養成講座① 

健診活用術 

7月 11日(金) 健康センター 
13:30～

15:30 

お誘い隊養成講座 

「～知っておけば怖くない～ 

肺がんと COPD(慢性閉塞性肺疾患)」 

7月 24日(木) 
松尾地区 

市民センター 

13:30～

15:00 

ふれあい学級 

「高齢者向けの健康講座」 

9月 14日(日) 第四公民館 
10:00～ 

12:30 

市民病院健康講座 

「糖尿病のお話」 

  相可高等学校生徒による試食付 
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9月 18日(木) 
伊勢寺地区 

市民センター 

13:30～   

15:00 
ドクターUの健康宅配便 

9月 29日(月) 
徳和地区 

 市民センター 

19:00～

20:45 

お誘い隊養成講座 

「受けて得する健診活用術」 

10月 1日(水) 
櫛田地区 

市民センター 

13:30～

15:00 

お誘い隊養成講座① 

健診活用術 

10月 2日(木) 
茅広江地区 

市民センター 

13:30～

15:00 

健康講座 

第１部「白内障の病気って 

     知っていますか？」 

第２部「目の健康相談」 

①10月31日(金) 

②11月28日(金) 

射和地区 

市民センター 

14:00～

15:30 

お誘い隊養成講座 

①「ここが知りたい生活習慣病予防」 

②「消化器がんの予防と治療」 

11月 7日（金） 第四公民館 
13:30～

15:00 

お誘い隊養成講座② 

大腸がんの予防と治療 

12月 11日(木) 
大石地区 

 市民センター 

13:30～

15:00 
在宅医療について 

平成 27年 

1月 28日（水） 

櫛田地区 

 市民センター 

13:30～

15:00 

お誘い隊養成講座② 

 がんの予防と治療 

2月 2日（月） 
漕代地区 

 市民センター 

13:30～   

15:30 

お誘い隊養成講座 

「漕代地区健康づくり講座」 

知って得する糖尿病 

2月 22日（日） 
徳和地区 

 市民センター 

8:30～ 

12:30 

市民病院健康講座 

「糖尿病について」 

相可高等学校生徒による試食付 

  

（４）産業保健 

    認定産業医取得のための基礎研修会や認定産業医の資質の維持向上を図る生涯研修会

に関する情報提供を行い産業医資格の取得、維持に努めた。 

 【平成 26年度実績】  松阪地区医師会 産業医就任数  114名 

                    事業所相談医数  24 名 

           

（５）乳幼児保健 

       保育園医及び市町が実施する１歳６か月児及び３歳６か月児健診医に適任な会員を 

推薦した。 

    【平成 26年度実績】 

     乳幼児保健部会（委員会）5月 15日、6月 19日、8月 21日、10月 23日、 

1月 22日、3月 26日    ６回開催。 

     ※乳幼児の健全な発育と早期の疾病発見について討議した。 

 

（６）学校保健 

    適任の学校医（幼稚園医）を推薦するとともに、下記、懇談会等を実施した。 
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    【平成 26年度実績】  

      学校・園・保健懇談会 7月 31日（木）15時 農業屋コミュニティー文化センター 

          学校医、幼稚園医、保育園医 18名、養護教諭 42名、保育士 27名、 

          保健委員（行政関係者） 5名、      計 92名出席 

            ※学校・園・保健懇談会は、対象者が（５）と（６）両方に関係する。 

           学校保健委員会の開催について 

日時 1月30日（金）19時30分  松阪地区医師会 

事項 平成 27年度高校医、小・中学校医、幼稚園医並びに保育園医と眼科・ 

耳鼻科専門医の選出（案）について 

平成 27 年度『学校・園 保健懇談会』開催日程等（案）について 

        17名出席 

 

（７）救急・災害医療 

 （ア）休日夜間応急診療所 

    会員医師が松阪市休日夜間応急診療所へ出務し住民の医療面における安心を支えた。 

    診療科目 （休日）内科、小児科、外科 （夜間）内科、小児科 

    診療時間 （休日）9時～12時、13時 30分～17時（夜間）19 時 30分～22時 30分 

     【平成 26年度出務医師数】 84名  

       【平成 26年度受診者数】（休日）内科 3,156名 小児科 3,084名 外科 1,211名 

                  （夜間）内科 3,720名 小児科 1,891名 

                                        合計 13,062名 

 （イ）行政防災訓練 

     下記、防災訓練へ参画した。 

     【平成 26年度実績】  

＜松阪市＞10 月 19日（日）8時、松阪市総合運動公園 会員医師 10名 

      ＜多気町＞ 9 月 7日 (日）9時、多気町民文化会館前駐車場周辺 会員医師  1名 

＜明和町＞10 月 26日（日）9時、上御糸小学校    会員医師 1名 

 

 （ウ）救急医療を考える集い 

     地域救急医療の現況への市民の理解を得るとともに、応急処置等習得する機会を提供

した。 

     【平成 26年度実績】  

      9月 7日（日）9時 30分、農業屋コミュニティー文化センター 

              

     ○講演会 「救急医療の広域化を考える！」             

      １）基調講演 1 「三重県の救急医療」 

              講師 今井 寛 さん 

                              （三重大学医学部附属病院救命救急センター センター長・教授） 

    聴講参加者４００名 

     ○安全安心横丁 

      １）命を救う応急手当・ＡＥＤを含めた心肺蘇生法の体験学習 

      ２）救急啓発人形劇コーナー 
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      ３）写真を撮ろう！こども消防士コーナー他 

    ○「救急の日」ポスター優秀作品の表彰と応募全作品の展示 

 

 （エ）地区救急医療体制 

      防災・災害用備蓄品配備事業 

松阪市、多気町、明和町、大台町へそれぞれ 100万円程度の備品を贈呈した。 

      救急・災害医療対策委員会 ５/１９ 

 

（８）学術生涯教育      

   【平成 26年度実績】  

学術生涯教育講座開催回数：２５回（臨床懇話会２４回、臨床集談会 1回） 

        ① 臨床懇話会 

           当会主催による臨床懇話会を下記のとおり２４回開催し、医学知識の高揚に努めた。 

 ◎第 1 回   

日時：4月 10日（木） 午後 6時 15分から 7時 30分 

場所：華王殿（松阪市高町） 

演題：「スギ花粉症治療の新展開 ～既存治療の盲点と舌下免疫療法への期待～」 

講師：ゆたクリニック 院長 湯田 厚司 先生 

座長：前田耳鼻咽喉科気管食道科 院長 前田 太郎 先生 

認定：1単位（CC：39・40） 

参加人数：38名 

◎第 2 回   

日時：平成 26年 4月 17日（木） 午後 6時 30分から 7時 45 分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：「 糖尿病治療の最新の話題 」 

講師：三重大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 科長 矢野 裕 先生 

座長：松阪市民病院 内科 林 弘 先生 

認定：1単位（CC：76・82） 

参加人数：38名 

◎第 3 回   

日時：平成 26年 4月 24日（木） 午後 6時から 7時 30分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：「 大迫研究から HOMED-BP研究 そして JSH2014ガイドラインへ 」 

講師：東北大学大学院薬学研究科 医薬開発構想講座 教授 今井 潤 先生 

座長：三重ハートセンター 副院長 宮原 眞敏 先生 

認定：1.5単位（CC：74・82） 

参加人数：22名 

◎第 4 回   

日時：平成 26年 5月 15日（木） 午後 7時から 8時 30分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：「非弁膜性心房細動に対する心臓内視鏡外科治療：WOLF‐OHTSUKA法」 
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講師：東京都立多摩総合医療センター 心臓血管外科 部長 大塚 俊哉 先生 

座長：松阪中央総合病院 胸部外科 部長 駒田 拓也 先生 

認定：1.5単位（CC：73・78） 

参加人数：61名 

◎第 5 回   

日時：平成 26年 5月 22日（木） 午後 6時 45分から 8時 30 分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

【基調講演】 

演題：「 変動の少ない血圧コントロールの重要性について 」 

講師：松阪中央総合病院 循環器内科 医長 幸治 隆文 先生 

座長：済生会松阪総合病院 内科部長 垣本 斉 先生 

【特別講演】 

演題：「 JSH2014 の概要と変更点からみた減塩の重要性 」 

講師：済生会呉病院 院長 松浦 秀夫 先生 

座長：三重大学医学部附属病院 循環器･腎臓内科学 教授 伊藤 正明 先生 

認定：1.5単位（CC73・74・82） 

参加人数：48名 

 ◎第 6 回   

日時：平成 26年 5月 29日（木） 午後 6時 45分から 8時まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：「 水利尿薬‘トルバプタン’の今まで、現在、そしてこれから 」 

講師：日本大学医学部 内科学系 循環器内科学分野 助教 加藤 真帆人 先生 

座長：松阪中央総合病院 循環器内科 医長 幸治 隆文 先生 

認定：1単位（CC：24・45） 

参加人数：37名 

◎第 7 回   

日時：平成 26年 6月 12日（木） 午後 7時から 8時 45分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

【基調講演】 

演題：「 循環器イベント予防を見据えた糖尿病治療 」 

講師：済生会松阪総合病院 内科部長 垣本 斉 先生 

座長：松阪市民病院 内科統括科長 駒田 文彦 先生 

【特別講演】 

演題：「 ２型糖尿病の薬物療法～SGLT２阻害薬に期待すること～ 」 

講師：名鉄病院 内分泌・代謝内科部長 岡本 秀樹 先生 

座長：松阪市民病院 内科(糖尿病科) 林 弘 先生  

認定：1.5単位（CC：2･76･82） 

参加人数：38名 

      ◎第 8 回   

日時：平成 26年 6月 26日（木） 午後 6時 45分から 8時 30 分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

【基調講演】 
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演題：「 高齢者 2型糖尿病患者における治療目標を考える 」 

講師：松阪市民病院 内科統括科長 駒田 文彦 先生 

座長：松阪中央総合病院 循環器内科 部長 松岡 宏治 先生 

【特別講演】 

演題：「 糖尿病患者の心血管イベント抑制に向けて- 循環器科からの提案 -」 

講師：菰野厚生病院 院長 小嶋 正義 先生 

座長：松阪中央総合病院 循環器内科 部長 谷川 高士 先生 

認定：1.5単位（CC：73・76・82） 

参加人数：37名 

◎第 9 回   

日時：平成 26年 7月 3日（木） 午後 6時 20分から 8時まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

【講演】 

演題：「 プラリアの臨床成績 」 

講師：富田浜病院 整形外科 医長 新美 塁 先生 

座長：とみだ整形外科 院長 冨田 良弘 先生 

【特別講演】 

演題：「 多様化する骨粗鬆症治療とこれからの薬剤選択 」 

講師：国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 内分泌センター 部長 竹内 靖博 先生 

座長：松阪市民病院 整形外科 科長 中川 重範 先生 

認定：1.5単位（CC：60・77） 

参加人数：33名 

◎第 10 回  （台風の為中止）  

日時：平成 26年 7月 10日（木） 午後 6時 30分から 7時 45 分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：『 前立腺癌・肥大症 ‐診断・治療の最前線‐ 』 

講師：三重大学大学院医学系研究科 腎泌尿器外科 准教授 有馬 公伸 先生 

座長：松阪中央総合病院 泌尿器科 診療部長待遇 丸山 良夫 先生 

認定：1単位（CC：65・84） 

◎第 11 回   

日時：平成 26年 7月 17日（木） 午後 6時 30分から 8時まで 

場所：華王殿（松阪市高町） 

演題：「Unmet needs を考慮した脂質異常症の新しい治療法 

～ロトリガの有用性を含めて～ 」 

講師：平光ハートクリニック 院長  平光 伸也 先生 

座長：済生会松阪総合病院 循環器内科 部長  垣本 斉 先生 

認定：1.5単位（CC：74・75） 

参加人数：23名 

     ◎第 12 回   

日時：平成 26年 7月 31日（木） 午後 7時から 8時 30分まで 

場所：華王殿（松阪市高町） 

【一般講演】 
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演題：「 当院におけるＳＧＬＴ２阻害薬の使用経験 」 

講師：松阪市民病院 内科統括科長 駒田 文彦 先生 

座長：済生会松阪総合病院 内科部長 垣本 斉 先生 

【特別講演】 

演題：「 最新の糖尿病治療 ～ＳＧＬＴ２阻害薬を中心に～ 」 

講師：兵庫医科大学  内科学 糖尿病･内分泌･代謝科 助教 美内 雅之 先生 

座長：松阪市民病院 糖尿病専門医 林 弘 先生 

認定：1.5単位（CC：23・76・82） 

参加人数：28名 

◎第 13 回   

日時：平成 26年 8月 21日（木） 午後 6時 45分から 8時まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：「 三重県の眼科医療を考える－いかにして糖尿病による視覚障害を防ぐか－ 」 

講師：三重大学医学部附属病院 眼科 杉本 昌彦 先生 

座長：松阪中央総合病院 眼科 部長 片岡 基 先生 

認定：1単位（CC：36・76） 

参加人数：38名 

◎第 14 回   

日時：平成 26年 9月 4日（木） 午後 7時から 8時 10分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：「 ステロイド性骨粗鬆症ガイドライン 2014 ＷＩＴＨ ＴＯＷＥＲ－ＧＯ 」 

講師：名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック 顧問 田中 郁子 先生 

座長：松阪市民病院 医療部長兼整形外科長 中川 重範 先生 

認定：1単位（CC：77・84） 

参加人数：34名 

◎第 15 回   

日時：平成 26年 9月 11日（木） 午後 7時から 8時 30分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

【基調講演】 

演題：「 抗認知症薬継続の一工夫 」 

講師：いせ山川クリニック 院長 山川 伸隆 先生 

座長：松阪中央総合病院 神経内科 部長 川田 憲一 先生 

【特別講演】 

演題：「 心をつなぐ認知症の地域連携 」 

講師：三重大学大学院医学系研究科 神経病態内科学 教授 冨本 秀和 先生 

座長：済生会松阪総合病院 神経内科 部長 坂井 利行 先生 

認定：1.5単位（CC：29・78） 

参加人数：36名 

◎第 16 回   

日時：平成 26年 9月 18日（木） 午後 7時から 8時 10分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：「 糖尿病 と ＮＡＳＨ 」 
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講師：淀川キリスト教病院 理事長補佐 医療担当常任理事 林 孝憲 先生 

座長：済生会松阪総合病院 副院長 清水 敦哉 先生 

認定：1単位（CC：75・82） 

参加人数：41名 

◎第 17 回   

日時：平成 26年 10月 2日（木） 午後 6時 30分から 7時 45 分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：「 拡張不全の病態と治療戦略 」 

講師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学 教授 伊藤 浩 先生 

座長：済生会松阪総合病院 循環器科 部長 垣本 斉 先生 

認定：1単位（CC：45・74） 

参加人数：32名 

      ◎第 18 回   

日時：平成 26年 10月 9日（木） 午後 6時 30分から 8時まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

【一般講演】 

演題：「当院でのＩＦＮ治療の現状について 」 

講師：松阪市民病院 消化器内科 部長 黒田 誠 先生 

座 長：済生会松阪総合病院 消化器内科 部長 橋本 章 先生 

【特別講演】 

演題：「ＤＡＡ時代におけるＣ型肝炎の新たな治療戦略 」 

講師：大垣市民病院 副院長 熊田 卓 先生 

座長：済生会松阪総合病院 副院長 清水 敦哉 先生 

認定：1.5単位（CC：9・15・73） 

参加人数：31名 

◎第 19 回   

日時：平成 26年 10月 30日（木） 午後 6時 30分から 8時まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：「 クリニックおける骨粗鬆症診療レベルアップのコツ 」 

講師：養老整形外科クリニック 院長 石井 光一 先生 

座長：大辻整形外科 院長 大辻 孝昭 先生 

認定：1.5単位（CC：59・60） 

参加人数：38名 

      ◎第 20 回   

日時：平成 26年 11月 13日（木） 午後 7時から 8時 10分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：「 心房細動患者における適切な抗血栓療法を再考する 」 

講師：国立循環器病研究センター 脳神経外科 医長 山上 宏 先生 

座長：済生会松阪総合病院 神経内科 部長 坂井 利行 先生 

認定：1単位（CC：73・78）  

参加人数：30名 
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◎第 21 回   

日時：平成 26年 12月 11日（木） 午後 6時 45分から 8時 30 分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

【特別講演】 

演題：「 心房細動と抗凝固療法について 

～アブレーション周術期におけるプラザキサの使用経験も含めて～ 」 

講師：名古屋第二赤十字病院 第二循環器内科 部長 吉田 幸彦 先生 

座長：松阪中央総合病院 循環器内科 部長 松岡 宏治 先生 

【Q＆Aセッション】 

演題：「 心房細動の治療におけるスムーズな病診連携を目指すための Q＆A 」 

パネリスト ：矢津内科 院長 矢津 卓宏 先生 

             松阪中央総合病院 循環器内科 杉浦 伸也 先生 

                   済生会松阪総合病院 循環器内科 市川 和秀 先生 

アドバイザー：名古屋第二赤十字病院 第二循環器内科 部長 吉田 幸彦 先生 

松阪中央総合病院 循環器内科 部長 松岡 宏治 先生 

司会：済生会松阪総合病院 循環器内科 部長 垣本 斉 先生 

認定：1.5単位（CC：13・43・73） 

参加人数：34名 

◎第 22 回   

日時：平成 27年 1月 15日（木） 午後 6時 30分から 7時 45 分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：「 シェーグレン症候群の治療について 」 

講師：伊勢赤十字病院 血液浄化センター長兼腎臓内科部長 

リウマチ・膠原病科部長 大西 孝宏 先生 

座長：倉田耳鼻咽喉科 院長 倉田 響介 先生 

認定：1単位（CC：49・73） 

参加人数：26名 

◎第 23 回  

日時：平成 27年 1月 22日（木） 午後 6時 45分から 8時まで 

場所：華王殿（松阪市高町） 

演題：「CKD患者さんをいつ専門医に紹介するか？ 

－新しい高尿酸血症治療剤や利尿剤の活用方法－ 」 

講師：鈴鹿回生病院 腎臓センター長  信介 先生 

座長：松阪市民病院 内科 統括科長 駒田 文彦 先生 

認定：1単位（CC：73・82） 

参加人数：38名 

◎第 24 回   

日時：平成 27年 2月 26日（木） 午後 6時 30分から 8時 30 分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

【一般講演】 

演題：「 糖尿病合併患者の脳卒中～2014 年の脳卒中ケアユニット入院症例より～ 」 

講師：済生会松阪総合病院 脳神経外科 部長 村田 浩人 先生 
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座長：松阪市民病院 内科統括科長 駒田 文彦 先生 

【特別講演】 

演題：「 心血管イベント発症抑制を見据えた糖尿病治療戦略 」 

講師：福岡山王病院 循環器センター長 国際医療福祉大学 教授 横井 宏佳 先生 

座長：松阪中央総合病院 循環器科 診療部長 谷川 高士 先生 

認定：2単位（CC：76・78・82） 

参加人数：37名 

◎第 25 回   

日時：平成 27年 3月 26日（木） 午後 6時 45分から 8時 15 分まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：「脳梗塞、地域で防げ！～伏見ＡＦレジストリを介した心房細動の医療連携 ～」 

講師：独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 循環器内科部長  赤尾 昌治 先生 

座長：松阪中央総合病院 循環器内科部長 松岡 宏治 先生 

認定：1.5単位（CC：11・82） 

参加人数：35名 

② 臨床集談会 

       県医師会主催による臨床集談会を下記のとおり開催した 

日時：平成 27年 3月 5日（木） 午後 7時から 8時まで 

場所：フレックスホテル（松阪市中央町） 

演題：「 地方県におけるＡＣＳ急性期治療の現況と課題 

～新しい三重大学病院の紹介も含めて～  」 

講師：三重大学医学部附属病院 病院長 

三重大学 循環器・腎臓内科学 教授 伊藤 正明 先生 

座長：松阪地区医師会 学術生涯教育担当理事 平岡 直人 先生 

認定：1単位（CC：13・42） 

参加人数：32名 

 

（９）情報提供 

     国、県からの医療、保健の情報を医療機関へ提供し、速やかに適切な対応をできるよ

うするとともに、市町の共有が必要と判断される情報は、逐時市町へ提供を行った。 

 

（10）病病・病診・診診連携推進 

      診療所から病院、病院から診療所等へ地域住民の患者紹介に際し、もっとも適切に治療

が受けられるシステム化を実施。 

     また、松阪市民病院・松阪中央総合病院・済生会松阪総合病院、及び三重ハートセンタ

ー等が主催する講演会・臨床懇話会を共催し、日本医師会生涯教育講座の認定対象とす          

ることで、会員の積極的な当該講演会・臨床懇話会の参加につながり病院と診療所のより

円滑な連携を図った。 
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【平成２６年４月】 

日付 行 事 名 本会後援 開催場所 
参加者人

数 

１０ 平成 26 年度 松阪地区医師会第 1 回臨床懇話会  華王殿 38名 

１０ 三重ハートセンター主催 第 66 回三重心臓病講演会 ○ 三重ハートセンター 40名 

１４ 平成 26年度第 1回 地域けあネット  松阪地区医師会新館 19名 

１５ 松阪地区内科医会  医師会新館 16名 

１７ 平成 26 年度 松阪地区医師会第 2 回臨床懇話会  フレックスホテル 38名 

１８ 第 8回南勢神経フォーラム ○ ベイシスカ 26名 

２２ 松阪地区小児科医会  医師会新館 21名 

２４ 平成 26 年度 松阪地区医師会第 3 回臨床懇話会  フレックスホテル 22名 

２４ 済生会松阪総合病院主催 第 57 回医療連携座談会 ○ 済生会松阪総合病院 49名 

２４ 松阪中央総合病院主催 学術講演会  松阪中央総合病院 68名 

 

【５月】 

日付 行 事 名 本会後援 開催場所 
参加者人

数 

１５ 平成 26 年度 松阪地区医師会第 4 回臨床懇話会  フレックスホテル 61名 

１５ 三重ハートセンター主催 第 67 回三重心臓病講演会 ○ 三重ハートセンター 26名 

２０ 松阪地区内科医会  医師会新館 26名 

２１ 中南勢地区精神疾患フォーラム ○ 南勢病院 38名 

２１ 松阪中央総合病院主催 病診連携懇話会  松阪中央総合病院 27名 

２２ 平成 26 年度 松阪地区医師会第 5 回臨床懇話会  ﾌﾚｯｸｽﾎﾃﾙ 48名 

２２ 済生会松阪総合病院主催 第 58 回医療連携講演会  済生会松阪総合病院 43名 

２３ 第 9回松阪地区在宅栄養研究会 ○ 済生会松阪総合病院 103名 

２７ 松阪地区小児科医会  医師会新館 19名 

２９ 平成 26 年度 松阪地区医師会第 6 回臨床懇話会  ﾌﾚｯｸｽﾎﾃﾙ 37名 

３０ 松阪地区糖尿病学術講演会 ○ ﾌﾚｯｸｽﾎﾃﾙ 15名 

 

【６月】 

日付 行 事 名 本会後援 開催場所 
参加者人

数 

 ６ 松阪地区外科系連合医会  松阪中央総合病院 42名 

１２ 平成 26 年度 松阪地区医師会第 7 回臨床懇話会  ﾌﾚｯｸｽﾎﾃﾙ 38名 

１２ 松阪中央総合病院主催 学術講演会  松阪中央総合病院 43名 

１２ 済生会松阪総合病院主催 第 59 回医療連携講演会  済生会松阪総合病院 73名 

１７ 松阪地区内科医会  医師会新館 18名 

２６ 平成 26 年度 松阪地区医師会第 8 回臨床懇話会  ﾌﾚｯｸｽﾎﾃﾙ 37名 
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２６ 三重ハートセンター主催 第 68 回三重心臓病講演会  三重ハートセンター 31名 

３０ 平成 26年度第 2回 地域けあネット  松阪地区医師会新館 25名 

 

【７月】 

日付 行 事 名 本会後援 開催場所 
参加者人

数 

 ３ 平成 26 年度 松阪地区医師会第 9 回臨床懇話会  フレックスホテル 33名 

 ３ 三重ハートセンター主催 第 69 回三重心臓病講演会  三重ハートセンター 39名 

１０ 
平成 26 年度 松阪地区医師会第 10 回臨床懇話会 

（台風の為中止） 
 フレックスホテル ― 

１０ 
松阪中央総合病院主催 学術講演会 

（台風の為中止） 
 松阪中央総合病院 ― 

１５ 松阪地区内科医会  医師会新館 20名 

１６ 松阪中央総合病院主催 学術講演会 ○ 松阪中央総合病院 27名 

１７ 平成 26 年度 松阪地区医師会第 11 回臨床懇話会  華王殿 23名 

１７ 平成 26年度第 1回南勢地区脳卒中ﾌｫｰﾗﾑ  フレックスホテル 90名 

２４ 三重県臨床内科医会 学術講演会 ○ ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ津 41名 

２４ 松阪中央総合病院主催 学術講演会  松阪中央総合病院 37名 

２４ 済生会松阪総合病院主催 第 60 回医療連携講演会  済生会松阪総合病院 53名 

２９ 松阪地区小児科医会  医師会新館 21名 

３１ 平成 26 年度 松阪地区医師会第 12 回臨床懇話会  華王殿 28名 

 

【８月】 

日付 行 事 名 本会後援 開催場所 
参加者

人数 

 ５ Thrombosis Forum in Mie ○ ﾎﾃﾙ ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ津 41名 

１８ 平成 26年度 第 3回 地域けあネット   医師会新館 29名 

２１ 平成 26 年度 松阪地区医師会第 13 回臨床懇話会  フレックスホテル 38名 

２８ 松阪中央総合病院主催 学術講演会 ○ 松阪中央総合病院 78名 

２８ 済生会松阪総合病院主催 第 61 回医療連携講演会  済生会松阪総合病院 54名 

 

【９月】※９月より共催名義が必要となる。 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

 ４ 平成 26年度 松阪地区医師会第 14回臨床懇話会   フレックスホテル 34名 

１１ 平成 26年度 松阪地区医師会第 15回臨床懇話会   フレックスホテル 36名 

１６ 松阪地区内科医会 ○  医師会新館 17名 

１７ 松阪中央総合病院主催 第 3 回 病診連携懇話会 ○  松阪中央総合病院 35名 

１８ 平成 26年度 松阪地区医師会第 16回臨床懇話会   フレックスホテル 41名 

２５ 松阪中央総合病院主催 学術講演会   松阪中央総合病院 49名 
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３０ 松阪地区小児科医会 ○  医師会新館 21名 

 

【１０月】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

 ２ 平成 26年度 松阪地区医師会第 17回臨床懇話会   フレックスホテル 32名 

 ２ 松阪地区外科系連合医会 ○  済生会松阪総合病院 24名 

 ７ 松阪胃腸疾患研究会  ○ フレックスホテル 21名 

 ９ 平成 26年度 松阪地区医師会第 18回臨床懇話会   フレックスホテル 31名 

 ９ 三重ハートセンター主催 第 70 回三重心臓病講演会   三重ハートセンター 48名 

 ９ 済生会松阪総合病院主催 第 62回医療連携講演会 ○  済生会松阪総合病院 52名 

１５ 松阪地区内科医会 ○  医師会新館 20名 

２０ 平成 26年度 第 4回 地域けあネット   医師会新館 35名 

２４ 糖尿病災害連携を考える会 ○  フレックスホテル 61名 

２８ 松阪地区小児科医会 ○  医師会新館 21名 

２９ 松阪中央総合病院主催 学術講演会  ○ 松阪中央総合病院 22名 

３０ 平成 26年度 松阪地区医師会第 19回臨床懇話会   フレックスホテル 38名 

 

【１１月】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１３ 平成 26年度 松阪地区医師会第 20回臨床懇話会   フレックスホテル 30名 

１３ 三重ハートセンター主催 第 72 回三重心臓病講演会 ○  三重ハートセンター 40名 

１３ 済生会松阪総合病院主催 第 63回医療連携講演会   済生会松阪総合病院 66名 

１８ 松阪地区内科医会 ○  医師会新館 25名 

１９ 松阪中央総合病院主催 病診連携懇話会 ○  松阪中央総合病院 25名 

２０ 第 7回 三重臨床カンファレンス  ○ フレックスホテル 56名 

２５ 松阪地区小児科医会 ○  医師会新館 24名 

２７ 済生会松阪総合病院主催 第 64回医療連携講演会 ○  済生会松阪総合病院 68名 

 

【１２月】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

 ２ 第 3回 松阪てんかん講演会 ○  フレックスホテル 24名 

 ４ 済生会松阪総合病院主催 第 65回医療連携講演会 ○  済生会松阪総合病院 44名 

１１ 平成 26年度 松阪地区医師会第 21回臨床懇話会   フレックスホテル 34名 

１６ 松阪地区内科医会 ○  フレックスホテル 32名 

１６ 松阪地区小児科医会 ○  医師会新館 21名 

２２ 第５回 地域けあネット   医師会新館 35名 
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【平成２７年１月】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

８ 松阪地区外科系連合医会 ○  フレックスホテル 35名 

１５ 平成 26年度 松阪地区医師会第 22回臨床懇話会   フレックスホテル 26名 

２０ 松阪地区医師会内科医会 ○  フレックスホテル 17名 

２２ 平成 26年度 松阪地区医師会第 23回臨床懇話会   華王殿 38名 

２９ 済生会松阪総合病院主催 第 66回医療連携講演会 ○  済生会松阪総合病院 67名 

２９ 三重ハートセンター主催 第 73 回三重心臓病講演会 ○  三重ハートセンター 55名 

３０ 松阪地区糖尿病学術講演会 ○  フレックスホテル 13名 

３０ 松阪地区認知症治療を考える会 ○  華王殿 33名 

 

【２月】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

５ 松阪地区外科系連合医会 ○  松阪市民病院 73名 

５ 第 23回 ハートカンファレンス ○  三重ハートセンター 35名 

１２ 平成 26年度 第 2回南勢地区脳卒中フォーラム ○  フレックスホテル 82名 

１２ 松阪中央総合病院主催 学術講演会 ○  松阪中央総合病院 106名 

１７ 松阪地区内科医会 ○  医師会新館 22名 

１８ 松阪市民病院主催 臨床懇話会 ○  松阪市民病院 31名 

１９ 済生会松阪総合病院主催 医療連携症例検討会 ○  済生会松阪総合病院 61名 

２０ 第 10回松阪地区在宅栄養研究会 ○  済生会松阪総合病院 76名 

２４ 松阪地区小児科医会 ○  医師会新館 20名 

２６ 済生会松阪総合病院主催 第 68回医療連携講演会 ○  済生会松阪総合病院 55名 

２６ 平成 26年度 松阪地区医師会第 24回臨床懇話会   フレックスホテル 37名 

 

【３月】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

５ 平成 26年度 松阪地区医師会臨床集談会   フレックスホテル 32名 

１２ 三重ハートセンター主催 第 74 回三重心臓病講演会 ○  三重ハートセンター 43名 

１７ 松阪地区内科医会 ○  医師会新館 24名 

１８ 松阪市民病院主催 第 3 回地域連携臨床懇話会 ○  フレックスホテル 22名 

２４ 松阪地区小児科医会 ○  医師会新館 21名 

２６ 平成 26年度 松阪地区医師会第 25回臨床懇話会   フレックスホテル 35名 

 

（11）広報活動 

松阪地区住民の健康保持・増進の目的のもと、公益性をもって末長く社会に貢献する 

ため、医師会の対外的な活動内容や医療情報を広く提供し、医師会活動に対する理解が得 

られるよう努めた。 
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  （ア）医師会ホームページ  

        ホームページに当会が展開している事業活動内容を掲載し、地域住民へ公開してい

る。また、救急医療体制、医療機関の紹介、健康アドバイスを掲載して周知を図ると

ともに、適切なかかりつけ医の受診のあり方、救急病院のかかり方を啓発した。 

 （イ）けんこうガイドの配布 

     管内 1市 3町全戸へ配布した。 

      【平成 26年度実績】 けんこうガイド No.79、No.80、No.81 3回発行 

    

（12）医療保険等対策 

    保険制度を正しく理解し診療を行うため、医師及び医療機関従業員が下記会合に 

出席した。 

    【平成 26年度実績】  

        ・社会保険集団指導 

           日時:10月 16日(木) 午後 2時から 

場所:ﾌﾚｯｸｽﾎﾃﾙ 

            県医師会､県国保課､社保支払基金及び国保連合会等関係職員出席のもとに開催した。 

  参加人数 266 名 

         ・労災・公害・自賠責保険対策への理解と周知を図った。 

 

（13）介護保険関連 

    下記、審査会に会員が委員就任すると共に各研修会に参加した。 

         【平成 26年度実績】 

       ・介護保険主治医研修会  

 10月 2 日（木）15時 30分～「華王殿」  会員：33名出席 

・介護認定審査会委員 現認研修会  

〈松阪・紀州ブロック〉 

11月 8日（土）14時～16時「松阪市商工会議所」  会員：20名出席 

    ・平成 26年度 介護認定審査会  

審査会委員就任数 123名 

            火曜・金曜（午後 7時 30分から)､木曜日(午後 2時から) 

松阪市介護高齢課介護認定審査室審査会場（松阪市本町）において開催 

委員 123 名が出務した。 

・松阪市地域包括支援センターの継続受託をした。 

 

（14）障害者総合支援法関連 

    ・障害者総合支援法に係る介護給付費等の支給に関する審査会委員会へも会員が委員 

        就任した｡ 

開催曜日:火曜日(午後 7時 30分から)､木曜日(午後 2時 30分から) 

審査会場:松阪市役所 

        ・松阪市障害者自立支援協議会への参画 
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（15）医療安全対策等 

     住民が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを目的

として、医療事故防止対策、医療相談の推進、診療情報開示の定着等を推進した。 

        

（16）在宅医療 

    在宅医療・介護の連携強化や、地域包括ケアに向けた取り組みとして下記会合を実施した。 

    【平成 26年度実績】 

・在宅医療委員会  4月 2日（水）19 時 30分 松阪地区医師会 

      事項 医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度に係る都道府

県計画策定に関する事業提案について 

       11名出席 

     

・「在宅医療連携に関しての勉強会」 10 月 24日（金）19時 30 分 松阪地区医師会 

      講演 「どうなる日本の医療～在宅医療連携と地域包括ケアシステムの動向把握～」 

講師 三重短期大学 生活科学科 教授 長友 薫輝 先生 

      参加者 会員 14名、職員 7名、松阪市関係 5名、計 26名 

  

    ・「在宅医療連携に関しての勉強会」 2月 12日（木）14時 30 分 松阪地区医師会 

      講演 『在宅医療の最前線』 ～四日市モデルの提案～ 

講師  医療法人 SIRIUS いしが在宅ケアクリニック 理事長 石賀丈士 先生 

      参加者 会員 8名、職員 6名、行政関係 9名、計 24名 

     

・在宅医療連携市民公開講座 1月 18日（日）13時 30分 松阪市飯南産業文化センター 

講演  在宅での看取りを経験された家族の体験談 

講師  福山タヅ子 様 

講演  『いのちのお話』（在宅医療と在宅看取り） 

講師  医療法人 SIRIUS いしが在宅ケアクリニック 理事長 石賀丈士 先生 

 参加者 250 名 

 

＜臨床検査センター＞ 

（１）臨床検査事業 

   ①検査データの蓄積と活用 

     【地域医療機関受託検査件数】 

    平成 26年度 166,272 件 （松阪市民病院受託分を除く） 

    ②松阪市民病院経営改善への寄与 

     【松阪市民病院受託検査件数】 平成 26 年度 80,866 件 

   【上記のうち緊急検査件数】  平成 26 年度 59,852 件 

③緊急検査への 24 時間 365日対応体制 

     【松阪市民病以外の会員医療機関緊急検査件数】 平成 26年度 7,133 件 

○採算性に拘らず当直制を敷き３６５日２４時間緊急検査に対応した。 

     ○過疎地域（松阪市飯南町、飯高町、大台町宮川地域）にある診療所・老人保健施設へ 
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の検体回収を行った。 

○無料肝炎ウイルス検査を実施した。 

    【平成 26年度実績】15件 

（２）精度管理事業 

①臨床検査標準化の継続実施 

  今年度も引き続き臨床検査標準化に取り組んだ。    

     【平成 26年度実績】 

[参加施設] 

松阪地区医師会臨床検査センター・済生会松阪総合病院・松阪中央総合病院・松阪市

民病院・済生会明和病院・三重ハートセンター・桜木記念病院・松阪厚生病院・大台

厚生病院・報徳病院・大西病院（11施設） 

[対象項目] 

   生化学的検査 27 項目、免疫学的検査 1項目、血液凝固検査  2項目 

5月 22日 午後 6 時 松阪地区医師会臨床検査センター（参加者 21名） 

 ①講演会「新しい経口抗凝固薬と最近の話題」 

  講師：シスメックス（株） 相原 孝至 氏 

 ②松阪地区生化学精度管理表について 

7月 10日 午後 6 時 済生会松阪総合病院  7階第 2会議室（参加者 23名） 

 ①地区サーベイについて（生化学） 

 ②地区サーベイについて（凝固） 

 ③松阪地区生化学精度管理表について 

9月 30日 午後 6 時 松阪中央総合病院 （参加者 14名） 

 ①「PIVKA2と Kl-6の由来と有用性について」 

        エーザイジャパン エーディア株式会社 金田 伸司 氏 

     ②松阪地区生化学精度管理表について 

11月 27日 午後 6時 済生会松阪総合病院 7階第 1会議室（参加者 21名） 

     ①松阪地区生化学精度管理表について 

平成 27年 1月 22 日 午後 6時 松阪地区医師会臨床検査センター（参加者 14名） 

 ①松阪地区生化学精度管理表について 

 ②地区サーベイについて(生化学） 

 ③地区サーベイについて(凝固） 

（３）他施設受託臨床検査事業 

        他施設から受託した臨床検査を行った。 

○臨床検査関係の学会等について 

学会・協議会等が全国各地で開催されたが、役員・関係職員が知識、意識の高揚の 

為、出席したものは下記の通り。 

開催日 開催地 会議名 出席者 

4/8～

10 
東京 日立自動分析装置研修会 吉田香織 天野佐智 

4/12 名古屋市 尿検査フォーラム中部 2014 梅田耕太郎 
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7/12 大阪市 日本循環器学会近畿地方会 村田幸雄 

8/3 名古屋市 スキルアップセミナー① 吉田香織 山本恵奈 

10/9 

～11 
神戸市 日本臨床検査自動化学会 梅田耕太郎 平川蘭菜 

11/1～

2 
吹田市 

臨床検査部会勉強会 

日本未病システム学会学術総会 
高山清香 土橋友香 

11/2 名古屋市 スキルアップセミナー② 吉田香織 天野佐智 

12/13

～14 
岐阜市 血液研修会 山本恵奈 平川蘭菜 

11/3 福井県 
平成 26 年度中部医師会連合共同利

用施設連絡協議会 

森田和男 松井博 

松本正刀 大野久俊 

伊藤嘉美 三鬼友里 

高山清香 梅森健也 

加藤武路 田上博久 

鈴木健久 梅田耕太郎 

清岡薫 鈴木雄斗 

北村拓章 横谷翔吾 

11/16 津市 第 37回三重県医学検査学会 

高山清香 石山阿有子 

小川匡之 土橋友香 

梅田耕太郎 天野佐智 

吉田香織 仙波薫 

平川蘭菜 堤善弘 

12/7 津市 
平成 26 年度三重県臨床検査精度管

理調査報告会 

高山清香 小川匡之 

梅田耕太郎 土橋友香 

吉田香織 山本恵奈 

仙波薫 

12/13

～14 
岐阜市 

平成 26 年度中部圏支部臨床血液部

門研修会 
山本恵奈 平川蘭菜 

1/10～

11 
浜松市 

日本臨床検査技師会中部圏支部 

一般検査研修会 
高山清香 土橋友香 

1/31 名古屋市 尿沈渣勉強会 山本恵奈 吉田香織 

2/7～8 津市 中部圏支部 生理検査研修会 
吉田香織 土橋友香 

山本恵奈  

2/22 名古屋市 スキルアップセミナー③ 高山清香 山本恵奈 

 

（４）種々団体との共同研究並びに調査協力事業 

  （ア）臨床検査センターの立場から、当地域の医療環境発展に寄与する為に、医療系機関・

組織から研究、調査協力等の申し出に対し出来る範囲において積極的に応じた。 

 （イ）これまで集積された臨床検査データ並びに健診データを活用して行政はじめ種々団体

と協力して共同作業を行った。 
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＜松阪市健診センター＞････松阪市より指定管理者として受託 

予防医学を中心とした健診事業を行い市民の保健医療に貢献しました。 

 

（１）学校保健安全法に基づく健診事業 

  （ア）過疎地も含めて、松阪地区の児童・生徒全員が受診出来る検診体制構築に寄与した。 

  （イ）医療と連携可能な学校検診を実施した。 

  （ウ）行政との連携に取り組んだ。 

     【平成 26年度受託検診・検診件数】 

      ＜児童・生徒＞ 

       腎臓病検診（尿検診）28,726 件 

       寄生虫卵検査    17,107 件 

       心臓病検診       5505 件    

       貧血検査        214 件 

       結核検診       1,285 件 

       胸部精密検査      46 件 

 

       対象施設数 幼稚園：25園、保育所：36、公立小中学校：68校、 

県立高等学校：6校、私立中高等学校：2校 

          

（２）無医地区（松阪市内嬉野地域宇気郷地区）健康診断・健康相談事業 

     【平成 26年度無医地区受託健康診断・健康相談実施件数】 

心電図検査       40 件 

血圧測定        40 件 

胆のうエコー      31 件 

骨密度測定       42 件 

栄養相談        27 件 

医師による健康相談   35 件 

健診日  3 月 28日 （土）検診会場 宇気郷地区「はつらつ検診」  

 

（３）市民公開講座・健康相談 

      広く市民・町民を対象とし、健康保持、疾病予防のための無料公開講座を実施した。 

  【平成 26年度実施実績】 

    ＜市民公開講座＞ 

      ○日 時 10月 18日(土)14時～16時 30分、場所 松阪中央総合病院 

    テーマ 骨と関節の日『ロコモティブシンドロームと上・下肢の痛みと痺れ』 

        講 演 内 容 14時～16時 30分 

開会の辞 済生会松阪総合病院 整形外科 森本 政司 先生 

座長 松阪中央総合病院 整形外科 荻田 恭也 先生  

       １）「ロコモに注意！～背中の病気～」 

講師 松阪市民病院 整形外科 中川 重範 先生 

２）「腰からくる痛み～理学療法士の立場から～」  
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講師 松阪市民病院 リハビリテーション科 宮崎 宜久 先生 

      健康相談 15 時～16時  

      骨密度測定・ＦＲＡＸ 12時 30分～14時 

   共 催 三重県整形外科医会 エーザイ株式会社 

   後 援 日本整形外科学会 三重県医師会 松阪地区医師会 三重県看護協会 

       三重県健康福祉部 済生会松阪総合病院 松阪市民病院 

 松阪中央総合病院 松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社 

   参加者数  28名 

 

  ○日 時  10 月 19日（日）9時～15 時、場所 済生会松阪総合病院 

テーマ  済生会健康フェスタ・マンモサンデー2014 

『元気に生きよう 100歳まで』in済生会 

特別講演・ランチョンセミナー 11時～13時 30分 

講 演  内 容  

座長 おおたクリニック 院長 太田 正隆 先生 

１）「動脈硬化と脳卒中」 講師 脳神経外科 部長 朝倉 文夫 先生 

             ２）「あなたの血管は大丈夫ですか？－脳ドック健診について－」 

                    講師 検査課 次長 山本 幸治 先生 

       ３）「脳卒中予防を『食』から考える」 

講師 管理栄養課 係長 松本 由紀 先生 

健康イベント 9時～12時 

講座：「フットケア 足マッサージと足診断」 

相談：「検査相談」「栄養相談」「お口の相談」「放射線検査相談」「おくすり相談」 

    「リハビリ相談」 

体験：「自動血圧計・酸素飽和度測定体験」 

      検査コーナー 9時～12時 

       頸動脈超音波検査 

教育講演 13 時 40分～14時 30分 

       講演「思いやり乳がん検診 人間だもん！」講師 健診科 李 由紀 先生       

   乳がん検診 7時 30分～12時 

「あなたの『おっぱい』大丈夫ですか？これを機会にマンモグラフィーうけてみま  

せんか？」 

共 催 済生会松阪総合病院 松阪地区医師会 

      後 援 松阪市 

           参加者 600名 

 

○日 時  11月 29日（土）13時 20分～15時 30分 場所 松阪商工会議所会館 

         テーマ 「その痛み、ひどくなる前に 

～膝・腰・肩の痛みにおける自己管理のすすめ～」 

             

講  演   内 容 

       1）「知っておこう、やってみよう、変形性膝関節症の自己管理」 
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          講師 ユマニテク医療福祉大学校 理学療法士 田中 千陽 先生 

       2）「腰痛症を予防・悪化させないための自己管理」 

          講師 四日市羽津医療センター 理学療法士 伴野 真吾 先生 

        3)「自分で変えられるところから取り組もう！五十肩における自己管理」 

          講師 伊賀市立上野総合市民病院 理学療法士 猪田 茂生 先生 

            主 催 三重県理学療法士会 

      共 催 松阪市 

      後 援 三重県、松阪地区医師会、三重県介護支援専門員協会、 

三重県社会福祉協議会 

            参加者  106名 

 

○日 時  平成 27年 3月 14日（土）14 時～  

場所 農業屋コミュニティー文化センター 

      テーマ 「がんと生きる」緩和ケアについての啓発活動 

      講 演 内 容 

      「科学的スピリチュアル・ケアによる生きがいの創造」 

     ～死にかけた私は、臨死体験中に何を教えられ、どのようにして生き返ったのか？～ 

               講師 経営心理学者・カウンセラー 飯田 史彦 先生 

      主 催 松阪中央総合病院 

共 催 松阪市民病院、済生会松阪総合病院、松阪厚生病院 

後 援 松阪市、三重県、三重県医師会、三重県看護協会、松阪地区医師会 

参加者 356名 

 

＜健康相談等＞ 

○斎王まつり     

日 時  ６月 8日（日）8時 30分～16時 

場 所  明和町 

【参加人数】 

医師健康相談    21 名 

血圧測定     146 名 

骨密度測定    244 名 

 

○どーんとこい大台町 

日 時  9月 28日（日）10時～15時 

場 所  大台町健康ふれあい会館、地域福祉センター 

血圧測定     111 名 

骨密度測定    157 名 

 

○松阪市ワークセンターフェスティバル 

日 時  10月 19日（日）9時 30 分～15時 

場 所  ワークセンター松阪 

【参加人数】 
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医師健康相談    20 名 

血圧測定      128 名 

 

○明和町産業展 

日 時  10月 19日（日）9時 30 分～15時 30分 

場 所  明和町総合体育館 

【参加人数】 

医師健康相談    20 名 

血圧測定      164 名 

骨密度測定     240 名 

結果説明       76 名 

 

○めいわフェスタざいしょ市 

日 時  11月 29日（土）10時～16時 

場 所  明和イオンショッピングセンター1階体験展示ブース 

【参加人数】 

医師健康相談    10 名 

骨密度測定     182 名 

結果説明      182 名 

 

○第１回松阪地区医師会健康まつり 

日 時  11月 30日（日）9時 30 分～12時 00分 

場 所  フレックスホテル 

【参加人数】 

医師健康相談、結果説明  61 名 

健康診断（問診、血圧、視力、聴力、身体計測、血液検査、） 

  63 名 

骨密度測定        70 名 

 

※公１事業にて、健康・医療・福祉等をテーマに市民公開講座等を実施した。 

１）松阪地区医師会 第１回 健康まつり             

   日時 １１月３０日（日）９時３０分、場所 フレックスホテル ３階 

   テーマ「健康・在宅介護を家族みんなで考えよう！」 

行事 １）講演会 

【第１部】  

在宅医療普及啓発事業 市民公開講座 「在宅医療とは？在宅看取りとは？」 

講演１「在宅医療の現状」       講師  野呂会長 

講演２「松阪地区の在宅医療の今後」 講師  小林副会長 

司会 藤井在宅医療担当理事 

   ＊在宅医療普及啓発事業仕様書により参加者へのアンケート実施。 

【第２部】  

         特別講演 
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         演題「健康・介護を家族みんなで考えよう！」講師 島田 洋七 氏 

         司会 太田副会長 

       ２）催し 

○医師による健康相談 ○健康診断 ○介護なんでも相談 

○松阪看護専門学校紹介・相談 

＊行事全体を参加者へのアンケート実施。 

     参加者  講演会【第１部】１５０名、【第２部】３４０名、 

医師による健康相談・結果説明６１名、健康診断６３名 

介護なんでも相談８名、松阪看護専門学校紹介・相談１名 

 

 

公益目的事業２ 

教育関連事業＜松阪看護専門学校＞ 

  【看護師国家試験合格状況】 

   平成２６年度 ４３名 

  【卒業生進路状況】 

   平成２６年度 松阪地区総合病院 ３７名 ＜松阪地区への就業率８６．０％＞ 

 

〔行事等報告〕 

１.行事・その他 

４月 ３日  第１５回入学式 

７日～９日  オリエンテーション（１年生） 

     ８日  学生健康診断：保健医療センター（３年生） 

９日  学生健康診断：保健医療センター（１・２年生） 

５月 １日  新入生歓迎会（学生主催） 

８日・１４日・１５日  

         学生総合健康診断（学校医による） 

６月 ８日  平成２６年度ふれあいの集い ボランティア参加（１年生） 

    ７月２４日  交通講話（教職員・学生全員） 

８月 １日～９月 ５日 夏期休暇（1・２年生） 

４日～８月２９日 夏期休暇（３年生） 

９月 ７日  救急医療を考える集い講演会参加（１年生） 

１０月 ９日  ３年生実習（専門分野Ⅱ）終了 

      １７日  校内消防避難訓練（教職員・学生全員） 

１２月２２日～１月６日  冬期休暇 

 ２月２２日    第１０４回看護師国家試験 

 ３月 ５日  第１３回卒業式 

    ２５日  第１０４回看護師国家試験合格発表 全員合格 

 

２．会議 

① 運営会議 

      ４月１７日、５月１５日、６月１９日、７月１７日、９月１８日、１０月９日 
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１１月６日、１１月２８日、１２月１８日、１月２２日、２月９日、３月２８日 

[臨時運営会議] 

１２月２５日、１月２９日、２月１２日 

     ② 入試合否判定会議 

１１月 ６日 平成２７年度推薦入学試験合否判定会議 

２８日 平成２７年度一般（前期）入学試験合否判定会議 

２月 ９日 平成２７年度一般（後期）入学試験合否判定会議 

③ ３年卒業判定会議 

   １２月１８日 

④ １．２年単位認定会議 

    ３月２６日 

⑤ 臨地実習指導者会議 

９月１９日  １年生専門分野Ⅰ基礎看護学実習Ⅱ指導者会議 

１０月１０日  ３年生統合分野統合実習指導者会議 

     ３０日  ２年専門分野Ⅱ（精神看護学実習）指導者会議 

１１月７日・１０日・１１日日   ２年生専門分野Ⅱ指導者会議 

１年生専門分野Ⅰ基礎実習Ⅰ指導者会議  

        ３月１９日  平成２７年度３年生専門分野Ⅱ指導者会議 

 

３.入学試験 

① 平成２７年度推薦入学試験 

願書受付 １０月 ６日～１０月２７日  

入学試験 １１月 ６日         

合否発表 １１月１３日         

② 平成２７年度一般（前期）入学試験 

願書受付 １０月２８日～１１月１８日  

入学試験 １１月２７日         

合否発表 １２月 ４日         

     ③ 平成２７年度一般（後期）入学試験 

願書受付 １月 ６日～ １月２３日  

入学試験 ２月 ７日       

合否発表 ２月１３日      

 

４．学生実習関係 

    ① ３年専門分野Ⅱ実習 

      ５月１２日～７月３１日、９月１日～１０月９日 

② ２年専門分野Ⅰ基礎看護学実習Ⅱ 

      １０月２０日～１１月５日 

③ ３年生統合分野統合実習 

    １１月１２日～１１月２８日 

④ １年生専門分野Ⅰ基礎看護学実習Ⅰ 

    １２月４日～１２月１２日 
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⑤ ２年生専門分野Ⅱ実習 

      １月１３日～３月１２日 

５．学生募集関係 

     〈高校訪問〉 

５月２０日 松阪・相可・三重・松阪工業・松阪商業、飯南高校 

５月２７日 宇治山田商・伊勢学園・皇學館・宇治山田・志摩・鳥羽高校 

２８日 セントヨゼフ女子学園・久居高校 

３０日 津商業・高田高校 

６月 ２日 津東高校 

６日 木本・尾鷲高校 

    １０月 ６日 宇治山田商・伊勢学園・皇學館・宇治山田高校 

７日 松阪・相可・三重・松阪商業、飯南高校 

     〈ガイダンス他〉 

     ５月１７日 みえ看護フェスタ 2014 看護進路相談 

     ６月１７日 三重高校進学ガイダンス 

     ７月 ９日 飯南高校ガイダンス 

    １０月２２日 進学ガイダンス（相可高校） 

       ２８日 さんぽう進学相談会（伊勢） 

   １１月 ５日 松阪商業高校ガイダンス 

   １２月１０日 さんぽう進学相談会（松阪） 

    ２月 ４日 さんぽう進学相談会 

３月 ６日 松阪商業高校ガイダンス 

〈オープンキャンパス〉 

８月２０日（水）１０：００－ 

 参加者 １３２名 

・校内の見学 ・看護体験コーナー ・相談コーナー .. 

 

６．学生情報   （ ）は男子再掲、単位：名  

  ① 学生数（２７．４現在）   

計 1年生 ２年生 ３年生 

１２０（１５） ４０（５） ４０（５） ４０（５） 

 

      ② 国試合格状況（１３回生）（２７．３現在） 

卒業生 国試受験者 国試合格者 

４３（４） ４３（４） ４３（４） 

  

③ 就職状況（１３回生）  

松阪 

市民病院 

松阪中央 

総合病院 

済生会松阪 

総合病院 

済生会 

明和病院 
その他 計 

１４ 

（２） 
１０ ８ ５ 

６ 

（２） 

４３ 

（４） 
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７．外部講師                              敬称略 

科目名 講師名 所 属 

倫理学 石井基博 同志社大学 

情報処理 山根章宏  

論理と表現 
別府直苗 三重大学 

教育学 

文化人類学 
立川陽仁 三重大学 

社会学 

家族関係論 江成 幸他 三重大学 

心理学 
小池 敦 三重県立看護大学 

コミュニケーション論 

英会話 米倉秀子  

外

国

語 

ポルトガル語 瀧藤千恵美  

中国語 
高 潤生 

 

運動・レクリエーション論 坂倉みゆき  

日常生活論 川本栄子  

サービス接遇 津坂知英子 Qネットワーク（元 JAL CA） 

解剖生理学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 浅原俊弘  

微生物学 河野光雄 三重大学 

生化学 岡本貴行 三重大学 

臨床栄養学 
岡本貴行 三重大学 

林 辰弥 三重県立看護大学 

臨床薬理学 林 辰弥 三重県立看護大学 

社会福祉 村瀬 博  

公衆衛生学 森尾邦正 三重大学 

関係法規 楠井嘉行 楠井法律事務所 

疾病治療論Ⅳ 森本 亮 松阪市民病院 

疾病治療論Ⅴ 西井一浩 西井一浩クリニック 

看護生理学 
中村可奈 三重ハートセンター 

基礎看護学技術論Ⅴ 

疾病治療論Ⅱ 
太田正隆 おおたクリニック 

病理学 

疾病治療論Ⅴ 小林昭彦 小林内科胃腸科 

疾病治療論Ⅱ・Ⅴ 橋本 章 済生会松阪総合病院 

疾病治療論Ⅰ 平岡直人 平岡内科循環器科 

疾病治療論Ⅲ 村田浩人 済生会松阪総合病院 

疾病治療論Ⅵ（眼科） 脇谷佳克 わきたに眼科クリニック 

疾病治療論Ⅵ（耳鼻咽喉科） 倉田響介 倉田耳鼻咽喉科 
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疾病治療論Ⅵ（口腔外科） 中橋一裕 松阪市民病院 

疾病治療論Ⅵ（皮膚科） 小西清隆 小西皮ふ科 

リハビリテーション 尾関保則他 松阪中央総合病院 

保健医療論 
笹尾幸雄 ささおこどもクリニック 

小児看護学援助論Ⅰ 

保健医療論 野呂純一 野呂医院 

保健医療論 
小倉嘉文 

眞砂由利 
松阪市民病院 

保健医療論 
諸岡芳人 

辻 恵子 
済生会松阪総合病院 

保健医療論 
玉置久雄 

村林惠子 
松阪中央総合病院 

小児看護学援助論Ⅰ 大久保俊樹 大久保クリニック 

精神看護学援助論Ⅰ 佐原克学 南勢病院 

基礎看護学技術論Ⅰ 澤井順子 Gentle Nursing 

精神看護学概論 
五家邦子他 榊原病院 

精神看護学援助論Ⅱ 

看護の統合と実践Ⅰ 西村聖子 松阪中央総合病院 

臨床看護学総論Ⅰ   倉田千晶 松阪中央総合病院 

看護の統合と実践Ⅲ 浅尾真理子 済生会松阪総合病院 

成人看護学援助論Ⅱ 
村木明美 

松井美貴 
済生会松阪総合病院 

成人看護学援助論Ⅴ 萩原美紀 松阪市民病院 

成人看護学概論 田中孝子 松阪市健康推進課 

 

８．実習施設 

松阪市民病院、松阪中央総合病院、済生会松阪総合病院 

訪問看護ステーション（医師会、松阪市民病院、嘉祥苑、カトレア） 

在宅医療クリニックゆめ、いせ在宅医療クリニック 

みえテクノエイドセンター 

松阪市包括支援センター（第一、第二、第四、第五） 

居宅介護支援事業所（医師会、松阪市社会福祉協議会、嘉祥苑、さわやか苑） 

松阪市立保育園、エンジェルスマイルモモ、松阪市健康推進課、 

榊原病院、県立こころの医療センター、明和苑 
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９．教職員関係 

① 学会・研修会参加 

期間 研修先 学会名 内容 参加教員 

２６．８．１９ 津市 三重県専任教員研修会 

あらゆる世代の

学生のやる気と

本気を伸ばす関

わり方 

植野、志戸岡 

橋本、大西 

高柳、宮下 

村田、石槫 

２６．８．１４ 

－１５ 
津市 

三重県実習指導者

研修会 

教育方法につい

て 
石槫美智代 

２６．８．２６ 

－２７ 
千葉市 

日本看護学教育学

会学術集会 

関連学問の知と

ともに創り出す

看護学教育につ

いて 

植野紀子 

２６．９．１７ 

－１８ 
新潟市 

第 45回日本看護

学会 

看護教育学術集

会 
志戸岡聡子 

２６．９．２７ 京都 

京都橘大学 

看護国際フォーラ

ム 

看護理論と臨床

の知の融合につ

いて 

志戸岡聡子 

宮下かほり 

石槫美智代 

２６．１１．１ 

－２ 
東京都 

日本女性医学学

会学術集会 

自世代の女性医

学の発展を見据

えて 

大西由起 

２６．１１.１４ 

‐１５ 
東京都 

日本在宅看護学

会学術集会 

未来を拓く 

在宅看護につい

て 

橋本 泉 

２６．１２．1 名古屋市 
看護実践セミナ

ー 

感染症と制御の

考え方について 
村田美喜子 

２７．１．１９ 

－２０ 
津市 

安全衛生推進者

養成講習会 
 鷲見 誠治 

２７．３．２９ 大阪市 
メディカ出版 

教員セミナー 

看護師国家試験

対策 

志戸岡聡子 

村田美喜子 

橋本 泉 

２７．３．３０ 東京都 
学研ナーシング

セミナー 

看護師国家試験

対策 
志戸岡聡子 

 

② 看護教員養成講習会 

        平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

        環太平洋大学 次世代教育学部教育経営学科（通信教育課程）看護教育専攻 受講 

                                      前田昌子 
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③ 出張 

５月１７日 みえ看護フェスタ 2014 看護進路相談（津市）・・・志戸岡聡子 

      ６月１７日 三重高校進学ガイダンス   ・・・・・・・・・植野紀子・志戸岡聡子 

   ７月 ９日 飯南高校ガイダンス・・・・・・・・・・・・・・・植野紀子 

  １０月２２日 進学ガイダンス（相可高校）・・・・・・・・・・・植野紀子 

     ２８日 さんぽう進学相談会（伊勢） ・・・・・・・・・・志戸岡聡子 

 １１月 ５日 松阪商業高校ガイダンス ・・・・・・・・・・・・植野紀子 

    １２月１０日 さんぽう進学相談会（松阪）   ・・・・・・・・・植野紀子 

     ２月 ４日 さんぽう進学相談会 ・・・・・・・・・・・・・・志戸岡聡子 

       ２月２３日 三重県健康福祉部（施設設備整備に係る補助金依頼）宮嵜尚子 

３月 ６日 松阪商業高校ガイダンス・・・・・・・・・・・・・植野紀子 

     ９日 三重県健康福祉部（施設設備整備に係る補助金依頼）宮嵜尚子 

      ３月１２日 日本学生支援機構事務担当者会議・・・・・・・・・小西智子 

１０．学校長渉外 

     ６月２６日  三重県看護学校校長会総会出席（聖十字看護専門学校）  

     ３月２０日  看護職等養成に関する協議会（三重県医師会） 

 

１１．同窓会（松っ子会） 

     会員数 ４９６名 

 

 

公益目的事業３ 

  介護関連事業＜松阪市第一地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション、ホームヘルパーステーション＞ 

＜松阪市第一地域包括支援センター＞ 

    介護予防支援延べ件数    3,215 件    （対前年度比 740 件増） 

 

（１）包括的支援事業         

 （ア）介護予防ケアマネジメント業務 

          【二次予防事業対象者教室開催状況】 

         平成 26年度 28回 参加人数 398 人 

 

        【介護予防教室開催状況】 

         平成 26年度 80回 参加人数 1,195 人 

 

 （イ）権利擁護業務 

    【平成26年度権利擁護業務に係わる相談件数】 

         消費者被害相談      4件 

         虐待相談        37件 

         成年後見制度支援相談   7件 

 

 （ウ）総合相談支援業務 

    【総合相談件数状況】（対応実人数） 
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         平成 26年度 694人 

        【実態把握訪問件数状況】（対応実人数） 

         平成 26年度 384件 

 

 （エ）包括的・継続的ケアマネジメント業務 

      【平成 26年度各種講座開催状況等】 

       ａ 地域けあネット 

         ・開催回数     6回 

         ・参加延人数   382人 

       ｂ 介護予防サポーター養成講座 

         ・初級開催回数   6回               

         ・中級開催回数   18回 

         ・参加延人数   353人 

       ｃ 認知症サポーター養成講座 

         ・開催回数      7回 

         ・参加延人数   363人 

 

（２）指定介護予防支援事業 

   【担当区域における対象者等状況】 

      平成 27年 1月 1日現在 

      要支援 1 213 人、要支援 2 302人 

    要介護1   378人、要介護2  463人、要介護3  305人、 

要介護4  255人、要介護5  217人 

 

＜居宅介護支援事業所＞ 

  居宅介護支援延べ件数    2,854 件     （対前年度比 281 件増） 

 

【平成 26年度介護プラン実績件数状況】    2,338件 

    【平成 26年度予防プラン実績件数状況】     516件 

    【平成 26年度認定調査件数状況】        164件 

    【平成 26年度住宅改修支援事業件数状況】      1件 

 

＜訪問看護ステーション＞ 

 訪問件数          7,237 件    （対前年度比 28 件減） 

 

    【平成 26年度医療保険訪問看護件数状況】    2,226回 

    【平成 26年度介護保険訪問看護件数状況】    4,839回 

    【平成 26年度重症心身障害児の受入状況】     172回 

 

    【平成 26年度看護実習の受け入れ状況】 

     三重県看護協会   医療機関看護師の研修の実習 延べ 3名 

訪問看護師等養成研修の実習 延べ 3名 
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     県立看護大学    在宅看護実習 延べ 32名 

     松阪看護専門学校  在宅看護実習 延べ 98名 

 

 

＜ホームヘルパーステーション＞ 

   訪問件数          9,040 件    （対前年度比 703 件減） 

 

【平成 26年度訪問介護件数状況】 

     総 件 数        9,040件 

     身体介護        4,437件 

     生活援助        1,130件 

     身体介護＋生活援助   2,601件 

     介護予防          872件 

 

   『過疎地域派遣介護保険事業』 

     過疎地域派遣介護保険事業を平成 26年度実施した。 

    【平成 26年度実績】 

     居宅介護支援事業所 支援延べ件数  11件 

     訪問看護ステーション 訪問件数   596件 

      

【市民公開講座】 

講 演：いのちのお話 ～在宅医療と在宅看取り～ 

     日 時：平成 27 年 1月 18日（日）13時 30分～ 

     会 場：松阪市飯南町産業文化センター 

     講 師：医療法人 SIRIUS いしが在宅ケアクリニック 

           理事長 石賀 丈士 先生 

     参加人数：250名 

 

 

〔行事等報告〕 

 

    4月 3日 第 15回中勢認知症集談会クリニカルカンファレンス 

               津地区医師会                   （青木） 

11日 第 1回事例検討会（第二包括） 

           嬉野町社会福祉センター              （寺添） 

14日 第 1回地域けあネット（第一包括） 

               松阪地区医師会           （青木、寺添、他 7名） 

      15日 第 1回きゃりああっぷ倶楽部（第五包括） 

               花岡地区市民センター             （武藤、北野） 

      25日 精神保健福祉基礎研修【基礎知識編】 

               三重県津庁舎                   （脇田） 

          居宅介護部門担当者会議 
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               松阪地区医師会              （藤井担当理事他） 

26日 三重県介護支援専門員協会総会及び記念公園 

               三重県社会福祉会館                （青木） 

    5月 14日 幸まちづくり協議会新旧運営委員会 

               幸公民館                     （青木） 

      15日 介護保険等サービス事業者等集団指導 

               農業屋コミュニティー文化センター       （岡村、稲垣） 

         三重県介護支援専門員協会松阪支部総会及び第 1回研修会 

               松阪市嬉野保健センター       （青木、松尾、他 6名） 

16日 第 2回事例検討会（第二包括） 

           嬉野町社会福祉センター              （松尾） 

      21日 精神保健福祉基礎研修【基礎技術編】 

               三重県人権センター                （河村） 

      22日 第 1回第四地区地域ケア会議（第四包括） 

               松阪市第四公民館                 （高山） 

      23日 主任介護支援専門員研修（10 日間） 

               三重県総合文化センター              （武藤） 

      25日 幸まちづくり協議会総会 

               幸公民会                     （青木） 

      27日  居宅介護部門担当者会議 

               松阪地区医師会              （藤井担当理事他） 

29日 介護予防市町担当者会議・市町認知症連絡会 

           三重県津庁舎                   （青木） 

31日 松阪市介護サービス事業者等連絡協議会総会 

               松阪市嬉野ふるさと会館         （岡村、青木、寺添） 

    6月 5日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第 2回研修会 

               ワークセンター松阪労働会館       （青木、松尾、北野） 

      6日 居宅介護部門担当理事と職員の意見交換会 

               こうらく             （藤井担当理事、他 33名） 

      10日 第 1回東地区地域ケア会議（第四包括） 

               第二隣保館                    （寺添） 

第 1回松阪地区医師会居宅介護部門勉強会 

               松阪地区医師会                （29名出席） 

13日 中勢ブロック研修「基本にもどってアセスメント」 

               三重県人権センター              （高山、後藤） 

 第 3回事例検討会（第二包括） 

           嬉野町社会福祉センター              （山下） 

      17日 第 2回きゃりああっぷ倶楽部（第五包括） 

               花岡地区市民センター               （後藤） 

21日 一般社団法人三重県介護支援専門員協会第 2回研修会 

           三重県総合文化センター          （寺添、他 3名） 

22日 心をつなぐ集い 
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               農業屋コミュニティー文化センター         （青木） 

      24日  居宅介護部門担当者会議 

               松阪地区医師会              （藤井担当理事他） 

29日 訪問サービス部会研修事業「普通救命講習」 

           ハートフル三雲             （稲垣、森川、中出） 

 三重県訪問看護ステーション連絡協議会総会・第 2回中央研修 

               三重県看護研修会館           （岡村、野崎、正司） 

30日 第 2回地域けあネット（第一包括） 

           松阪地区医師会           （青木、寺添、他 5名） 

7月 1日 精神保健福祉専門研修会（認知行動療法の視点を取り入れた支援） 

           三重県津庁舎                   （脇田） 

2日 中勢認知症集談会臨時セミナー 

           三重県総合文化センター              （青木） 

6日 三重県在宅医療推進フォーラム 

           三重県庁                     （青木） 

9日 松阪地区介護保険地域密着型サービス事業者等集団指導 

           橋西地区市民センター               （青木） 

10日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第 3回研修会 

           嬉野町社会福祉センター              （青木） 

11日 第 4回事例検討会（第二包括） 

           嬉野町社会福祉センター              （後藤） 

12日 介護技術講習主任指導者養成講習会（2日間） 

           学校法人あいち大橋大学              （稲垣） 

16日 第１回松阪市地域包括ケア推進会議 

           松阪市産業振興センター              （岡村） 

17日 第１回南勢地区脳卒中フォーラム 

               フレックスホテル                 （青木） 

      22日  居宅介護部門担当者会議 

           松阪地区医師会              （藤井担当理事他） 

23日 三重県相談支援従事者初任者研修（6日間） 

           三重県総合文化センター              （松尾） 

24日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第 4回役員会議及び第 3回部会 

           嬉野町社会福祉センター              （青木） 

29日 介護給付費等のインターネット請求に関する事業者等説明会 

           三重県男女共同参画センター フレンテ三重   （寺添、岡田） 

30日 中勢認知症集談会特別講演会 

               ホテルグリーンパーク津              （青木） 

8月 18日 第 3回地域けあネット（第一包括） 

           松阪地区医師会        （岡村、青木、寺添、他 2名） 

20日 地域包括ケア推進担当者会議 

           橋西地区市民センター              （青木、辻） 

23日 三重県介護支援専門員協会松阪支部 市民公開講座 
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           済生会松阪総合病院           （青木、寺添、武藤） 

26日 副安全運転管理者講習 

               華王殿                      （河村） 

          居宅介護部門担当者会議 

           松阪地区医師会              （藤井担当理事他） 

27日 家計相談支援研修 

           松阪市福祉会館                  （河村） 

29日 認定調査員現任研修会（2日間） 

           三重県勤労者福祉会館        （寺添、松尾、他 6名） 

9月 4日 権利擁護事業関係職員スキルアップ研修（制度へのつなぎ） 

           松阪市福祉会館                  （小山） 

10日 精神保健福祉専門研修会（精神障がいを抱える高齢者への支援） 

           三重県人権センター                （河村） 

 難病医療相談会 

           三重県松阪庁舎          （講師として大西）（北野） 

12日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第 4回研修会 

               嬉野保健センター            （青木、北野、後藤） 

         第 1回第四地域居宅連絡会（地域ケア会議）（第四包括） 

               橋西地区市民センター               （高山） 

      18日 第 3回きゃりああっぷ倶楽部（第五包括） 

               花岡地区市民センター               （武藤） 

19日 第 5回事例検討会（第二包括） 

               嬉野町社会福祉センター              （川原） 

24日 一般社団法人三重県介護支援専門員協会第 2回理事・支部長会 

           アスト津アストプラザ               （青木） 

26日 第 6回松阪市高齢者保健福祉計画等策定委員会 

           橋西地区市民センター               （青木） 

 第 4回日本認知症予防学会学術集会 

           タワーホール船堀                 （青木） 

 介護支援専門員更新研修課程Ⅱ（4日間） 

               三重県総合文化センター            （山下、北野） 

      30日  居宅介護部門担当者会議 

           松阪地区医師会              （藤井担当理事他） 

10日 2日 新しい地域支援のあり方を考えるフォーラム 

           三重県人権センター                （青木） 

5日 キャラバン・メイト養成研修 

               三重県庁                     （脇田） 

17日 第 6回事例検討会（第二包括） 

               嬉野町社会福祉センター              （高山） 

20日 第 4回地域けあネット（第一包括） 

               松阪地区医師会           （青木、寺添、他 4名） 

      21日 地域包括ケアシステムの構築に向けた関係者協議 
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               松阪市役所                    （青木） 

      24日 第 1回「在宅医療連携に関しての勉強会」 

               松阪地区医師会新館       （岡村、青木、寺添、稲垣） 

      25日 一般社団法人三重県介護支援専門員協会第 3回研修会 

               松阪市産業振興センター            （青木、寺添） 

      28日  居宅介護部門担当者会議 

               松阪地区医師会              （藤井担当理事他） 

      30日 地域包括ケア推進会議 第 4回運営幹事会 

               松阪地区医師会                  （青木） 

    11月 1日 一般社団法人三重県介護支援専門員協会第 5回研修会 

               三重県総合文化センター              （後藤） 

      3日 中部医師会連合共同利用施設連絡協議会 

           ＡＯＳＳＡ（アオッサ）福井県県民ホール  （岡村、他 7名） 

6日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第 5回研修会 

           松阪商工会議所                （青木、寺添） 

8日 介護認定審査会委員現任者研修 

               松阪市商工会議所                 （青木） 

12日 第 7回事例検討会（第二包括） 

               嬉野町社会福祉センター              （後藤） 

14日 第 2回松阪地区医師会居宅介護部門勉強会 

               松阪地区医師会                （29名出席） 

      17日 第 4回きゃりああっぷ倶楽部（第五包括） 

               花岡地区市民センター               （高山） 

20日 地域包括ケア推進会議主催～他職種勉強会～ 

           済生会松阪総合病院      （岡村、青木、寺添、他 2名） 

      三重県介護支援専門員協会松阪支部正副支部長会議 

           松阪地区医師会                  （青木） 

      23日 第 10回在宅医療推進フォーラム 

               名古屋大学豊田講堂           （岡村、青木、正司） 

24日 第 2回地域包括ケア歯科医療従事者養成講座 

               三重県歯科医師会館                （青木） 

      25日  居宅介護部門担当者会議 

           松阪地区医師会              （藤井担当理事他） 

27日 介護サービス従事者のための自殺予防対策研修会 

           花岡市民センター               （松尾、高山） 

 地域包括ケア推進会議第 5回運営幹事会 

           松阪地区医師会                  （青木） 

28日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第 6回研修会 

           嬉野町社会福祉センター         （青木、松尾、川原） 

12月 6日 第 26回高次脳機能障害者地域支援セミナー 

           三重県伊勢庁舎                （松尾、松林） 

7日 消費者啓発地域リーダー養成講座 
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           三重県伊勢庁舎                  （河村） 

8日 第 1回済生会松阪総合病院 医療・介護連携セミナー 

               済生会松阪総合病院         （青木、寺添、他 2名） 

11日 第 8回事例検討会（第二包括） 

               嬉野町社会福祉センター              （松尾） 

13日 保健指導支援事業 保健指導ミーティング 

           三重県看護研修会館                 （辻） 

15日 第 9回松阪市高齢者保健福祉計画等策定委員会 

           松阪市役所                    

16日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第 7回研修会 

           嬉野町社会福祉センター              （青木） 

17日 権利擁護事業関係職員スキルアップ研修（本人の思い） 

               松阪市福祉会館                  （脇田） 

      18日 介護予防従事者研修会 

               三重県総合文化センター            （松尾、高山） 

22日 第 5回地域けあネット（第一包括） 

               松阪地区医師会           （青木、寺添、他 4名） 

      26日  居宅介護部門担当者会議 

           松阪地区医師会              （藤井担当理事他） 

1月 13日 地域ケア会議運営に係る実務者研修（2日間） 

           名古屋国際会議場                 （脇田） 

 第 9事例検討会（第二包括） 

           嬉野町社会福祉センター              （北野） 

15日 地域権利擁護支援研修（権利擁護普及啓発研修会） 

           三重県庁                     （河村） 

17日 三重県社会福祉会研修（2日間） 

           紀北町ふれあい広場マンドロ            （松尾） 

18日 在宅医療連携関係市民公開講座「いのちのお話」（在宅医療と在宅看取り） 

           松阪市飯南産業文化センター         （寺添、川原） 

19日 介護予防事業市町担当者研修会 

           三重県津庁舎                  （定成、辻） 

 安全衛生推進者養成講習 

           三重私学青少年会館                （松田） 

22日 第 2回松阪市地域包括ケア推進会議 

           松阪市産業振興センター            （岡村、青木） 

23日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第 8回研修会 

               嬉野保健センター            （青木、山下、後藤） 

          居宅介護部門担当者会議 

           松阪地区医師会              （藤井担当理事他） 

26日 認知症勉強会 

           済生会松阪総合病院                （河村） 

31日 三重県難病研修会 
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           三重県津庁舎                   （岡村） 

2月 6日 個人情報保護法に関する説明会 

               三重県総合文化センター              （河村） 

 第 6回地域けあネット（第一包括） 

               POLTE（ポルト）        （岡村、青木、寺添、他 5名） 

10日 地域包括ケアシステムの構築と住民参加に関するシンポジウム 

           ホテルメルパルク大阪               （青木） 

第 27回高次脳機能障害者地域支援セミナー 

           三重県身体障害者総合福祉センター         （河村） 

12日 第 2回南勢地区脳卒中ファーラム 

           済生会松阪総合病院                （青木） 

 第 2回「在宅医療連携に関しての勉強会」 

           松阪地区医師会                （岡村、寺添） 

13日 第 10事例検討会（第二包括） 

           嬉野町社会福祉センター              （高山） 

14日 日本介護支援専門員協会全国大会 in和歌山（2日間） 

           紀南文化会館                   （青木） 

16日 三重県地域包括支援センター職員研修（4日間） 

           三重県地方自治労働文化センター  （松尾、河村、定成、辻） 

19日 地域包括ケア推進会議主催～他職種勉強会～ 

           三重県松阪庁舎           （青木、大西、辻、川西） 

20日 第 10回松阪地区在宅栄養研究会 

           済生会松阪総合病院              （岡村、青木） 

22日 主任介護支援専門員フォローアップ研修 

               三重県津庁舎                   （寺添） 

      24日  居宅介護部門担当者会議 

           松阪地区医師会              （藤井担当理事他） 

25日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第 9回研修会 

           嬉野町社会福祉センター      （青木、川西、北野、川原） 

26日 第 2回認知症疾患医療連携協議会 

           三重県松阪庁舎                  （青木） 

28日 認知症家族支援講座～認知症介護家族を支える～ 

           三重県津庁舎                   （川西） 

3月 12日 第二地域エリア地域ケア会議（第二包括） 

               嬉野町社会福祉センター            （松尾、平野） 

 第 1回松阪地区医師会居宅介護部門勉強会 

               松阪地区医師会                （40名出席） 

  14日 松阪市介護サービス事業者等連絡協議会総会 

           ワークセンター松阪労働会館            （岡村） 

19日 平成 27 年度専門分野Ⅱ（14回生・3年生）隣地実習指導者会議 

           松阪看護専門学校                 （小泉） 

20日 第 9回松阪市高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク連絡協議会 
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           松阪市嬉野保険センター              （青木） 

20日 平成 27 年度介護報酬等改定説明会 

           三重県総合文化センター （岡村、青木、寺添、稲垣、他 2名） 

22日 第 3回「幸てくてく 100人ウォーキング」 

           幸公民会                   （青木、定成） 

23日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第 10回研修会 

               嬉野町社会福祉センター       （青木、寺添、他 8名） 

      24日  居宅介護部門担当者会議 

           松阪地区医師会              （藤井担当理事他） 

26日 松阪地区地域密着型サービス事業者等介護報酬等改定説明会 

           橋西地区市民センター               （青木） 

 第 3回松阪市地域包括ケア推進会議 

           松阪市産業振興センター           （岡村、青木） 

 

収益目的事業１  

 

＜松阪市健診センター・保健医療センター＞ 

 ○業務形態と人員配置 

松阪市健診センター 

業務形態 当センター内にての健（検）診を主として実施している。保健医療センターへの 

巡回健（検）診の応援も行う。 

人員配置 医師１０名、臨床検査技師６名、放射線技師４名、看護師２１名、助手７名、 

事務員１１名 

保健医療センター 

業務形態 巡回健（検）診を主として実施している。 

人員配置 医師２名、臨床検査技師 1名、放射線技師 1名、看護師１名、助手 0名、 

事務員１名 

 

１．受託健診（検診） 

（１）三重県市町村共済組合員（各市町村役場職員・広域消防職員等）健診 

      【平成 26年度実績】   定期健康診断                     1,868人 

                   1日人間ドック                     288人 

                              1泊 2日人間ドック                 90人 

                                脳ドック                         45人 

                                     

    総受診者数               2291人    収入 21,136,000 円 

 

（２）特定健康診査・後期高齢者健康診査 

      【平成 26年度実績】 国民健康保険加入者                 2969人 

                 全国健康保険協会保険加入者の配偶者          90人 

                 医師国民健康保険組合員               224人 

                 歯科医師国民健康保険組合員             210人 
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                 その他健保組合の組合員家族             114人 

             

      総受診者数                3607人   収入 32,076,695円 

 

（３）若年健診（松阪市・明和町・多気町の 40 歳未満の地域住民を対象） 

      【平成 25年度実績】松阪市                         151人 

                 明和・多気町                     180人 

 

        総受診者数                  331人   収入 1,491,760円 

 

（４）がん検診（松阪市・明和町・多気町・大台町の 1市 3町の地域住民を対象） 

      【平成 26年度実績】         胃がん検診              3,711人 

                         肺がん検診              3,319人 

                         大腸がん検診             3,986人 

                         前立腺がん検診             837人 

                         肝炎ウイルス検診            517人 

                         骨検診                  744人  

                         乳がん検診                748人 

                         子宮頸がん検診             474人 

       総受診者数               14,336人     収入 56,820,660円 

 

（５）職域健診及び人間ドック健診等（事業所社員・各健保組合員及び配偶者・個人を対象） 

      【平成 26年度実績】巡回健診及び施設内健診の実施     収入 211,540,581円 

 

（６）全国健康保険協会加入者健診（加入者を対象とする生活習慣病健診） 

      【平成 26年度実績】一般健診                      9,454人 

                子宮頸がん検診                       82人 

                付加健診                                        85人 

                乳がん・子宮頸がん検診                         134人 

                肝炎ウイルス検査                                19 人 

 

        受診者数                          9,774人    収入 149,576,096円 

 

（７）三重県医師国民健康保険加入者健診 

       【平成 26年度実績】医師国保組合員{本人･配偶者}健診          103人 

                  医師国保組合員{職員･家族}健診           89人 

       

    受診者数                192人   収入  2,782,000円 

 

（８）半田市医師会健康管理センターから健診の受託（半田市医師会と契約している事業所の

松阪地域の社員及び家族を対象）事業所が指定する場所及び当健診センターで、半田市

医師会健康管理センターより委託を受けた事業所健診・ドック健診を実施。 
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        【平成 26年度実績】巡回健診受診者数               748人 

        当健診センター受診者数          6人    収入  1,692,820 円 

 

（９）教職員健康診断 

      【平成 26年度実績】教職員健診数     3,816人  収入 13,110,235円 

 

○事業所検診 

      全国健康保険協会、労働安全衛生法等に係る事業所検診を実施した。 

      シャープ多気工場、宇野重工㈱、三重信用金庫、けいりん、南勢電設協同組合、 

㈱オクトス、㈱ミエテック、㈱カメヤマテック、（社）松阪地区歯科医師会、 

日本土建㈱安全衛生協力会、セントラル硝子、ＪＡ松阪、㈱倉口建設、トライス㈱、 

㈱松阪電子計算センター、ノリタケ伊勢電子、ノリタケカンパニーリミテド、三重名 

鉄タクシー㈱、㈱トモ、精電舎、松阪市社会福祉協議会、三重硝子工業㈱、ウッドピ 

ア、ヴァーレ・ジャパン㈱、松阪法人会、松阪商工会議所、まつさか福祉会向野園、 

松阪市消防団、松阪市役所、松阪地区広域消防組合、松阪市民病院、大台町商工会、 

大紀町商工会 

                  計 1468事業所・団体 

 

収益目的事業２ 

 医師会館等賃貸事業＜本部事務局＞  

  当会が所有する医師会館等の一部を、関係機関や関係団体の事務室及び会議室等として貸出 

を行い、その便宜供与を図った。 

     【平成 26年度実績】  

松阪地域産業保健センター分賃貸料          収入 363,000円  

中部電力電柱敷地使用料               収入  6,000円 

ＮＴＴ西日本電柱敷地使用料             収入  4,500円 

 

その他の事業１ 

会員相互扶助事業＜本部事務局＞ 

（１）医療施設の整備 

     施設の新設・建替え等に対する国・県・市町、民間団体補助金・助成金等の情報提供及 

び日本医師会総合政策研究機構への照会を行った。 

 

（２）医業経営の安定 

        新規開業医師・継承者の為のガイダンスを開催した。場所：医師会新館小会議室 

    日時 平成２６年１０月１日（水）１９時３０分 

       対象者：山中 猛成 先生（山中胃腸科クリニック） 

     日時 平成２７年３月３日（火）１９時３０分 

       対象者：駒田 文彦 先生（かいばな内科クリニック） 

           ：岩佐 正 先生 （イワサ小児科） 
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（３）会員の健康・福祉の向上・増進 

       会員の親睦・会員相互の親睦を図るため次の事業を実施した。 

・鮎友釣り大会：悪天候の為本年度は中止とした。  

・テニス大会：１１月９日〔中部台テニスコート〕参加者：２５名 

・ゴルフ大会：６月 １日〔セブンスリーゴルフクラブ〕参加者：２９名 

・ボウリング大会：３月２７日 〔サンパークボウリング〕参加者：２４名 

・忘年会：１２月４日 〔フレックスホテル〕参加者：１３２名 

・囲碁大会：２月 １５日〔本会新館２階小会議室〕参加者：１１名 

・マージャン大会：２月２６日〔八千代〕参加者１２名 

・老齢会員への記念品料贈呈：９月１５日、該当者２２名 

 

（４）医師会相互の連絡調整 

      南勢志摩地域の医師会との連携強化を目的として、南勢志摩地域保健医療圏医師会理事 

代表者会議に参加し、情報の共有を図ると共に、当該情報を会員へ提供した。 

      

南勢志摩保健医療圏医師会理事代表者会議〔２６年度担当：志摩医師会〕 

         日時：１月１０日（土） 午後７時から 

   場所：鳥羽国際ホテル（鳥羽市） 

  事項：１）小児救急について      ２）地域包括ケアシステムについて 

          ３）女性医師の会について   ４）その他 

 

（５）レセプト等の斡旋販売 

     会員の便宜のために、レセプト用紙、請求総括表、カルテ用紙、診療情報提供書等の 

斡旋販売を行った。 

 

（６）ホームページ 

     会員の便宜のために、ホームページ上に会員専用サイトを設け医師会事業の周知をした。 

 

 

法人全体に関しての事業 

 ○医師会館建設準備 

医師会館建設準備委員会 

公益社団法人松阪地区医師会館建設予定について議論された。 

     第１回  １０月３１日 新館 小会議室 

     第２回  １１月２１日 新館 小会議室 

 

法人事業関係報告 

（１）総会の開催について 

第１７５回定例会員総会    平成２６年６月１９日 

      ・平成２５年度松阪地区医師会事業報告並びに平成２５年度松阪地区医師会八会計決算及び 

特別会計二会計決算について承認可決された。 

      ・松阪地区医師会館建設について承認可決された。 
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第１７６回臨時会員総会  平成２７年１月２３日 

・松阪地区医師会新会館建設について承認可決された。 

・三重県医師会次期代議員・同予備代議員選任に関する件について承認可決された。 

第１７７回臨時会員総会  平成２７年３月１９日 

      ・平成２６年度松阪地区医師会補正予算について報告された。 

・平成２７年度松阪地区医師会事業計画について報告された。 

・平成２７年度松阪地区医師会予算について報告された。 

・平成２７年度松阪地区医師会資金調達及び設備投資の見込みについて報告された。 

・平成２７年度松阪地区医師会会費、特別負担金、入会金及び開設納入金の額並びに 

   徴収方法･理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準に関する件について承認可 

決された。 

 

（２）全員協議会の開催について  

   ・平成２６年度は開催されなかった。 

 

(３) 定期監査の開催について   

       平成２５年度定期監査   平成２６年５月２９日 

          ・平成２５年度松阪地区医師会事業報告・平成２５年度松阪地区医師会八会計決算及び特別 

会計二会計決算についての監査を行った。 

 

     平成２６年度第１期（４月～７月）定期監査  平成２６年９月１１日 

     ・平成２６年度第１期（４月～７月）公益社団法人松阪地区医師会決算（財務三要件・通帳 

      残高照合）について監査を行った。 

          ・平成２６年度第１期（４月～７月）公益社団法人松阪地区医師会会長及び副会長の会務 

報告ついて監査を行った。 

          ・平成２６年度第１期（４月～７月）公益社団法人松阪地区医師会理事会議事録報告ついて 

監査を行った。 

          ・平成２６年度第１期（４月～７月）公益社団法人松阪地区医師会公益事業報告ついて監査 

を行った。 

 

      平成２６年度第２期（８月～１１月）定期監査 平成２７年１月８日 

          ・平成２６年度第１期（８月～１１月）公益社団法人松阪地区医師会決算（財務三要件・通 

      帳残高照合）について監査を行った。 

          ・平成２６年度第１期（８月～１１月）公益社団法人松阪地区医師会会長及び副会長の会務 

報告ついて監査を行った。 

          ・平成２６年度第１期（８月～１１月）公益社団法人松阪地区医師会理事会議事録報告つい 

て監査を行った。 

          ・平成２６年度第１期（８月～１１月）公益社団法人松阪地区医師会公益事業報告ついて監 

査を行った。 

      

（４）予算査定の開催について 

      平成２７年２月１９日 
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       ・平成２７年度公益社団法人松阪地区医師会事業計画及び予算について査定を行った。 

       ・平成２７年度松阪地区医師会九会計収支予算についての査定を行った。 

 

（５）理事会の開催について 

         平成２６年度における本会理事会は下記のとおり２４回開催し、会務並びに重要事項につい 

て協議を行った。（協議事項のみ記載） 

         ○４月９日(水)  

          ・平成２６・２７年度松阪地区医師会各種委員会の編成に係る委員について(依頼) 

・平成２６・２７年度松阪地区医師会参与の委嘱について   

・平成２６年度松阪市学校保健会顧問の推薦と理事の報告について(依頼) 

・平成２６年度多気郡学校保健会の理事の推薦について（依頼） 

・松阪中央総合病院主催「学術講演会」(4月 24日開催)への日本医師会生涯教育講座 

認定の申請について 

      ・松阪中央総合病院主催「病診連携懇話会」(5月 21日開催)への日本医師会生涯 

教育講座認定の申請について」 

・松阪中央総合病院主催「学術講演会」(6月 12日開催)への日本医師会生涯教育講座 

認定の申請について 

・正職員への登用について 

・降格の申し出について 

・職員の退職について 

      ・臨床検査センターからの稟議書の提出について 

      ・松阪市健診センターからの稟議書の提出について 

       ・平成２６年度松阪市教育支援委員会および専門員の推挙について（依頼） 

        ・大淀祇園祭<7 月 26日開催>への救急医療体制ご支援について（依頼） 

      ・大淀祇園祭<7 月 26日開催>への協賛金のご依頼について 

        ・平成２６年度物忘れ相談会に係る医師派遣について（依頼）       

         ○４月２３日(水)  

        ・平成２６・２７年度松阪地区医師会各種委員会の編成に係る委員(案)について 

        ・臨床検査センターからの稟議書の提出について 

        ・松阪市健診センターからの稟議書の提出について 

        ・松阪地域産業保健センター事務室賃貸借契約書について 

        ・「公益社団法人 松阪地区医師会のご案内」(パンフレット)の内容変更について 

        ・大台町健康づくり推進協議会委員の推薦について(依頼) 

        ・済生会松阪総合病院主催「第５８回 医療連携講演会」(5 月 22 日開催)への日本医師会生涯教育講座認定の申請について  

        ・第２０回生命
い の ち

の駅伝への後援依頼について 

        ・平成 26年度松阪市老人福祉センター運営委員の就任について(依頼) 

      ・第４５回全国学校保健・学校医大会における日本医師会長表彰 被表彰候補者の推薦について 

         ○５月１４日(水)  

        ・三重ハートセンター「第 68 回三重心臓病講演会」(6 月 26日開催)日本医師会生涯教育講座の認定申請について 

        ・済生会松阪総合病院「第 59 回医療連携講演会」(6 月 12 日開催)への日本医師会生涯教育講座認定の申請について  

        ・三重県臨床内科医会第 11 回三重県臨床内科医会講演会（7 月 24 日開催）・第 7 回三重臨床カンファレンス(11 月 20 日開催)への後援名義の使用申請について(依頼) 

        ・松阪市地域包括ケア推進会議設置に伴う委員選出について（依頼） 
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        ・平成２６年度健康増進事業委託契約書の一部を変更する契約書について 

        ・正職員への登用について 

        ・職員の退職について  

        ・訪問看護ステーションからの車両購入の稟議書の提出について 

        ・松阪中央総合病院緩和ケア研修会(7月 19 日･20日開催)への後援名義の使用申請について(依頼) 

        ・松阪市休日夜間応急診療所に関するアンケートのお願いについて 

        ・第１回「昭和上條医療賞」（平成２６年度顕彰）募集について 

        ・日本医師会最高優功賞候補者の推薦について 

         ○５月２８日(水)  

        ・第１７５回定例会員総会（６月１９日開催）の提案事項書 議案（案）について 

        ・松阪地区医師会 平成２６年度会計関係年間予定表（案）について 

        ・平成 26年度多気郡障がい児就学指導委員会委員(診断委員)の推薦について 

        ・松阪地区医師会職員の永年勤続表彰について 

        ・正職員の採用について 

        ・正職員への登用について 

        ・松阪市民病院からの地域医療支援病院の名称承認の申請にかかる同意について 

        ・平成 26年度松阪市国民健康保険事業協力交付金に係る覚書の締結について 

     ○６月４日(水) 

        ・松阪地区医師会平成２５年度事業報告並びに会計決算(案)について及び議案の追加について  

        ・三重ハートセンター「第 69 回三重心臓病講演会」(7 月 3 日開催)日本医師会生涯教育講座の認定申請について 

     ・松阪中央総合病院主催「学術講演会」(7 月１０日開催)への日本医師会生涯教育講座認定の申請について 

        ・「三重県介護支援専門員協会松阪支部市民公開講座」」(8 月 23 日開催)の後援名義の使用申請について 

        ・平成２６年度保健事業及び生涯学習事業における健康講座講師について(依頼) 

        ・児童扶養手当障害認定医の推薦について（依頼） 

        ・医療側から進める在宅医療普及啓発事業委託契約について 

        ・平成２６年度「朝日がん大賞」及び「日本対がん協会賞」候補者の推薦について 

      ○６月２５日（水） 

        ・松阪地区医師会臨床懇話会の開催日程について 

        ・松阪中央総合病院主催「学術講演会」(7 月 16 日開催)への日本医師会生涯教育講座認定申請並びに後援依頼について 

        ・松阪中央総合病院主催「学術講演会」(7 月 24 日開催)への日本医師会生涯教育講座認定申請について 

        ・済生会松阪総合病院主催「第６０回 医療連携講演会」(7 月 24 日開催)への日本医師会生涯教育講座認定申請について 

        ・第７回松阪胃腸疾患研究会（10 月 7 日開催）への日本医師会生涯教育講座認定申請並びに後援依頼について  

        ・平成２６年度 多気町総合防災訓練への医師の派遣について 

        ・『第 32回救急医療を考える集い』(9 月 7日開催)<全体>のチラシ(案)について 

        ・『第 32回救急医療を考える集い』の講演会開催案内のチラシ(案)について 

        ・松阪市健診センターよりの平成 26年度什器備品の購入稟議について 

        ・第４期松阪市障がい者計画策定委員会の開催にともなう策定委員の推薦について 

        ・全国在日外国人生徒交流会・全国在日外国人教育研究集会への参加に伴う、ドライムリップ中高生の交通費支援カンパについて（お願い）  

     ・在宅看護実習室の改修工事に関する稟議書の提出について 

        ・第３回「明日の象徴」候補者の推薦について 

・平成２６年度救急医療功労者知事表彰の表彰候補者の推薦について 

        ・平成２６年度公衆衛生事業功労者日本公衆衛生協会会長表彰候補者の推薦について 
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      ○７月９日（水） 

        ・松阪市子ども発達総合支援施設運営あり方等検討委員会設置にともなう委員の推薦について（依頼） 

        ・Ｔｈｒｏｍｂｏｓｉｓ Ｆｏｒｕｍ ｉｎ Ｍｉｅ（８月５日開催）への後援名義の使用申請について 

        ・平成２６年度松阪市社会福祉協議会賛助会員入会について(お願い) 

        ・松阪中央総合病院主催「学術講演会」(９月２５日開催)への日本医師会生涯教育講座認定の申請について 

        ・三重県整形外科医会主催「骨と関節の日」市民公開講座（１０月１８日開催）への後援名義の使用申請について 

        ・職員の退職について 

        ・第３回「日本医師会 赤ひげ大賞」候補者の推薦について 

        ・「第４３回医療功労賞」被表彰候補者の推薦について 

      ○７月２３日（水） 

        ・松阪中央総合病院主催「学術講演会」（8 月 28 日開催）の日本医師会生涯教育講座認定の申請並びに後援申請について 

        ・平成 26 年度がん検診推進事業における松阪地区医師会会員の医療機関での乳がん・子宮頸がん検診の受診について(依頼) 

        ・松阪看護専門学校からの什器備品の購入に関する稟議書の提出について 

        ・平成２６年度公衆衛生事業功労者厚生労働大臣表彰被表彰候補者の推薦について 

     ○８月６日（水） 

        ・松阪中央総合病院主催「学術講演会」(10 月 29 日開催)への日本医師会生涯教育講座認定申請並びに後援依頼について 

        ・済生会松阪総合病院主催「第６１回 医療連携講演会」(8 月 28 日開催)への日本医師会生涯教育講座認定申請について 

        ・三重ハートセンター「第７０回三重心臓病講演会」(10 月 9 日開催)日本医師会生涯教育講座の認定申請について 

        ・松阪市人権啓発企業連絡会「２０１4年度会費」の納入について（お願い） 

        ・第２９回日本医学会総会 2015関西登録推進ご担当役員ご推薦のお願いについて 

        ・本会会員の葬儀式時の医師会弔辞の対象者の変更について 

        ・松阪市実施の平成 26 年度高齢者インフルエンザワクチン（定期Ｂ類）予防接種の実施に係る応需医療機関の取り纏めについて(依頼) 

        ・松阪市実施の平成 26 年度水痘ワクチン（定期Ａ類）・高齢者肺炎球菌ワクチン（定期Ｂ類）予防接種の実施に係る応需医療機関の取り纏めについて（依頼） 

  ・多気郡町村会平成 26 年度保健･医療･福祉事業協力交付金及び国民健康保険事業協力交付金の覚書締結について(依頼) 

     ・正職員の採用について 

     ・「無事故・無違反チャレンジ１２３」ご協賛について（依頼） 

     ・看護関係者の知事表彰 被表彰候補者の推薦について 

     ・平成２６年度健やか親子２１全国大会(母子保健家族計画全国大会)厚生労働大臣表彰候補者の推薦について 

     ○８月２７日（水） 

        ・平成 26年度松阪地区医師会老齢会員記念品の贈呈該当者、及び贈呈品(案)について 

        ・松阪市健診センターからの稟議書の提出について 

        ・大台町主催 「どーんと健康・福祉・介護・医療フェスティバル～子どもから高齢者まで、みんな一緒に～」の共催について（依頼） 

        ・松阪市第五地域包括支援センター主催 キャリアアップ倶楽部 ケアマネ支援研修への講師派遣について（依頼） 

        ・三重ハートセンター「第 72 回三重心臓病講演会」(11 月 13 日開催)日本医師会生涯教育講座の認定申請について 

        ・松阪中央総合病院主催「第３回松阪中央総合病院 病診連携懇話会」（９月 17 日開催）日本医師会生涯教育講座の認定申請並びに後援申請について 

        ・松阪市民病院主催「糖尿病災害連携を考える会」（10 月 24 日開催）日本医師会生涯教育講座の認定申請並びに後援申請について 

        ・日本医師会生涯教育制度に基づく単位の認定について 

     ○９月１０日（水） 

        ・平成２６年度社保集団指導後の懇親会開催の件について 

        ・三重県社会保険協会費について（お願い） 

        ・三重ハートセンター「第 23回ハートカンファレンス」(平成 27 年 2月 5日開催)への日本医師会生涯教育講座の認定及び共催名義の使用申請について 

        ・済生会松阪総合病院主催「第６２回 医療連携講演会」(10 月 9 日開催)への日本医師会生涯教育講座認定及び共催名義の使用申請について 
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        ・松阪市実施の平成２６年度予防接種契約書の一部を変更する契約及び高齢者肺炎球菌定期予防接種並びにインフルエンザ定期予防接種についての委託契約の締結について 

        ・多気郡３町（明和町、多気町、大台町）実施の平成２６年度予防接種契約書の一部を変更する契約及び高齢者肺炎球菌定期予防接種並びにインフルエンザ定期予防接種についての委託契約の締結について（依頼） 

        ・済生会松阪総合病院 健康フェスタ・マンモサンデー〔１０月１９日開催〕の共催について(お願い) 

        ・三病院連絡会委員の委嘱について 

        ・三重県医師会選挙管理委員会委員の推薦方について 

        ・平成２６年度公衆衛生事業功労者知事表彰被表彰候補者の推薦について 

     ○９月２４日（水） 

        ・一般社団法人 三重県理学療法士会主催「市民公開講座」（１１月２９日開催）への 

後援名義の使用申請について 

        ・第９回南勢神経フォーラム（１０月１７日開催）への後援名義の使用申請について 

        ・松阪地区医師会 第１回 健康まつりのポスター・チラシ（案）について 

        ・松阪地区医師会 第１回 健康まつり催し“医師による健康相談及び健診結果説明”への出務医師について 

        ・松阪地区医師会 検案医担当理事の設置について 

        ・松阪地区医師会 検案医委員会の設置及び委員の委嘱について 

        ・多気町住民健康づくり推進協議会への野呂会長の委員就任及び多気町内医師代表委員の推薦依頼について 

        ・職員の正職員への登用について 

        ・松阪医報Ｎｏ.１２３号（平成２６年１１月初旬発行予定）掲載の原稿について 

        ・平成 26 年度地域医療懇談会の開催日程(案)及び提出議題(案)、出席案内者(案)について 

        ・平成２７年度 松阪市休日夜間応急診療所出務体制（案）について 

        ・公益社団法人 みえ犯罪被害者総合支援センター平成 26 年度分会費納入のご案内について 

        ・松阪市高齢者ボランティアポイント「ささえさん」事業周知ポスターの掲示について（依頼） 

     ○１０月８日（水） 

        ・「第３回 松阪てんかん講演会」(12 月 2 日開催)への日本医師会生涯教育講座認定及び共催名義の使用申請について 

        ・平成 26年度会員忘年会の開催日程(案)及び会費負担額等について 

        ・日母おぎゃー献金 協力のお願いについて 

        ・松阪国際交流協会会費納入（ご継続）のお願いについて 

        ・学校検診でのヘリコバクターピロリ菌検査について 

        ・地域ケアネットの「見える化」について 

        ・松阪中央総合病院からの三病院連絡会委員の変更の申出について 

        ・三師会懇親会の開催曜日の変更について 

     ○１０月２２日（水） 

        ・平成２６年度松阪地区医師会補正予算(案)について 

        ・平成２６年度地域医療懇談会(１２月１８日開催)の提出議題(案)について 

        ・平成 26年度年末年始在宅当番(耳鼻科・眼科・産婦人科)医師割当について 

        ・職員表彰の具申書の提出および祝金贈呈について 

     ○１１月１２日（水） 

        ・松阪地区医師会平成２７年度会計予算編成及び平成２６年度補正予算日程表（案）について  

        ・平成２７年度松阪地区医師会事業計画(案)、及び事業計画(案)に係る本部事務局事業活動予算要求について（依頼）  

        ・松阪地区医師会館建設地及び建設に関する日程について 

        ・松阪中央総合病院主催「病診連携懇話会」(11 月 19 日開催)への日本医師会生涯教育講座認定申請並びに共催依頼について 

        ・三重ハートセンター主催「三重心臓病講演会」（平成 27 年 5 月 7 日開催）への日本医師会生涯教育講座認定申請並びに共催依頼について 

        ・松阪市主催 まつさかええなあ～あんしん介護・福祉フェアー２０１４のポスター掲示依頼について 
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        ・平成２６年度南勢志摩保健医療圏医師会理事代表者会議への松阪地区医師会よりの提出議題について 

        ・平成 26 年度 在宅医療連携 市民公開講座（平成 27 年 1 月 18 日開催）＜チラシ（案）＞について 

        ・ＣＫＤ学術講演会ｉｎ松阪（平成 27 年 4 月 16 日開催）への後援名義の使用申請について 

        ・松阪地区医師会委員会委員の委嘱について 

        ・平成 26年度「松阪市教育功労者表彰候補」の推薦について 

        ・松阪市教育委員会教育委員候補者の推薦について（依頼） 

        ・「新警察医」ご推薦の依頼について 

     ○１１月２６日（水） 

        ・平成 27年度松阪市休日夜間応急診療所の出務割当表（案）について 

        ・平成 27・28 年度松阪市介護認定審査会委員の推薦について(依頼) 

        ・平成 27年度介護認定審査会委員の割当事務に関する事務委託契約書(案)について 

        ・平成 27年度 1歳 6か月児・3歳児健康診査における医師派遣について(依頼) 

        ・松阪地域の地域医療構想（ビジョン）等にかかる意見交換会の開催(１２月９日)への出席者について 

        ・官民協働事業松阪市暮らしのガイドへの松阪地区医師会案内掲載内容（案）について 

        ・医師の採用について 

        ・保健医療センター営業職員の採用について 

        ・松阪市健診センターシステムエンジニアの採用について 

        ・臨床検査センター臨床検査技師の採用について 

        ・平成２６年度第２回南勢地区脳卒中フォーラム（平成２７年２月１２日開催）への日本医師会生涯教育講座の認定申請並びに共催名義の使用申請について  

     ○１２月１０日（水） 

        ・松阪地区医師会第１７６回臨時会員総会への提案事項(案)について 

        ・平成２７年度 松阪地区医師会会費、特別負担金、入会金及び開設納入金の額並びに徴収方法・理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準に関する件について 

        ・平成２７年第１回目の定例理事会（初理事会）の開催の件について 

        ・平成２６年度 第１０回松阪シティーマラソンに伴う医師の派遣について（依頼） 

        ・保育園における「食物アレルギー除去に関する診断書」の使用について 

        ・三重県医師会『女性医師の委員会』委員の推薦方について（お願い） 

        ・平成２７年度における三重県立学校産業医の推薦方依頼について 

     ○１２月２４日（水） 

        ・松阪地区医師会平成２７年度事業計画(案)の提言、並びに事業費予算(案)の要求書の提出について  

        ・三重ハートセンター主催 第７３回三重心臓病講演会（平成 27 年 1 月 29 日開催）への日本医師会生涯教育講座の認定申請並びに共催依頼について 

        ・松阪地区糖尿病学術講演会(平成 27 年 1 月 30 日開催)への日本医師会生涯教育講座の認定申請並びに共催依頼について  

        ・松阪地区認知症治療を考える会（平成 27 年 1 月 30 日開催）への日本医師会生涯教育講座の認定申請並びに共催依頼について 

        ・済生会松阪総合病院主催「第６６回 医療連携講演会」(平成 27 年 1月 29日開催)への日本医師会生涯教育講座認定並びに共催名義の使用申請について 

        ・三重県健康福祉部介護高齢課主催「医療と介護の連携のための研修会」（平成 27 年 1 月 29 日開催）への講師派遣について  

        ・松阪市成年後見審判申立審査会委員の推薦について(お願い) 

        ・松阪中央総合病院主催「市民公開講座」(平成２７年３月１４日開催)の後援名義の使用申請について 

        ・多気町平成 27 年度小･中学校医、幼稚園医並びに保育所(園)医と眼科･耳鼻科専門医の推薦依頼について 

        ・医師会館建設準備委員会委員の委嘱について 

        ・専任教員の採用について 

     ○１月１４日（水） 

        ・平成 27年度松阪市休日夜間応急診療所の出務医師並びに出務割当について 

        ・済生会松阪総合病院主催「第６８回医療連携講演会」(2 月 26 開催への)日本医師会生涯教育講座の認定申請及び共催依頼について  
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        ・三重ハートセンター主催 「第７４回三重心臓病講演会」（3 月 12 日開催）への日本医師会生涯教育講座の認定申請及び共催依頼について 

        ・三重ハートセンター主催「第７６回三重心臓病講演会」（6 月 18 日開催）への日本医師会生涯教育講座の認定申請及び共催依頼について 

        ・平成２７・２８年度松阪市スポーツ推進委員の推薦について（依頼） 

        ・松阪市 平成 27 年度幼稚園・小学校・中学校の学校医並びに保育園嘱託医と眼科･耳鼻咽喉科専門医の推薦について（依頼） 

        ・明和町 平成 27 年度幼稚園・小学校・中学校の学校医並びに保育所・保育園・こども園嘱託医と眼科･耳鼻咽喉科専門医の推薦について 

        ・大台町 平成 27 年度小学校・中学校の学校医並びに保育所・園嘱託医及び眼科･耳鼻咽喉科専門医の推薦について 

        ・学校法人梅村学園平成 27 年度三重高等学校、三重中学校、梅村幼稚園の学校医･専門医の推薦依頼について 

        ・まつさか幼稚園平成２７年度園医の派遣依頼について 

        ・平成 27年度県立関係学校医適任者の推薦方依頼について 

     ○１月２８日（水） 

        ・松阪中央総合病院「学術講演会」(2 月 12 日開催)への日本医師会生涯教育講座の認定申請及び共催依頼について 

        ・松阪市民病院主催「臨床懇話会」(2 月 18 日開催)への日本医師会生涯教育講座の認定申請及び共催依頼について 

        ・済生会松阪総合病院「第６回医療連携症例検討会」(2 月 19 日開催)への日本医師会生涯教育講座の認定申請及び共催依頼について  

        ・松阪地区在宅栄養研究会「第１０回松阪地区在宅栄養研究会」（２月２０日開催）への日本医師会生涯教育講座の認定申請及び共催依頼について 

        ・第 10回松阪シティマラソンに伴う医師の派遣について（依頼） 

        ・地域包括ケアに関する医療情報調査業務委託契約書の締結について 

        ・医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度にかかる事業提案の募集について 

     ○２月１０日（火） 

        ・平成２６年度松阪地区医師会補正予算(案)について 

        ・第４２回全日本医師テニス三重大会並びにスポーツ予防医学研究会開催に伴う補助金交付及び後援要望書について 

        ・松阪地区管内平成 27 年度高校医、小･中学校医、幼稚園医、保育所(園)医及びこども園医と眼科･耳鼻科専門医の推薦について 

        ・平成 27年度度会町立長原保育所嘱託医の推薦について(依頼) 

        ・平成 27年度乳幼児等定期予防接種等の実施に係る応需医療機関の取り纏めについて 

        ・平成２７年度 生活保護法による嘱託医の推薦について（依頼） 

        ・平成２７年度の松阪地区の一次救急医療体制について 

        ・障害者総合支援法に係る松阪市介護給付費等の支給に関する審査会委員の推薦について 

        ・松阪市民病院主催「第３回地域連携臨床懇話会」(3 月 18 日開催)への日本医師会生涯教育講座の認定申請及び共催依頼について 

        ・済生会松阪総合病院「第６９回医療連携講演会」(4 月 16 日開催)への日本医師会生涯教育講座の認定申請及び共催依頼について 

        ・済生会松阪総合病院「第７０回医療連携講演会」(4 月 30 日開催)への日本医師会生涯教育講座の認定申請及び共催依頼について 

     ○２月２５日（水） 

        ・「第 10回南勢神経フォーラム」(4月 3日開催)への後援名義の使用申請について 

        ・平成 26年度松阪市休日夜間応急診療所の年間(年度)待機医師への待機料支払いについて 

        ・平成２７年度特定健康診査・がん検診等の実施に係る応需医療機関の取り纏めについて 

        ・松阪市老人ホーム入所判定委員会委員の推薦について(依頼) 

        ・検診・医療部門内の所属部所異動正職員について 

        ・居宅介護部門内の所属部所異動正職員について 

        ・職員の昇格について 

        ・職員の正職員への登用について 

        ・定年再雇用者等の平成 27年度継続雇用等について 

        ・定年再雇用者の退職について 

        ・職員の退職について 

        ・松阪地区医師会理事会務名称変更について 
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        ・松阪地区医師会委員会の名称変更について 

        ・松阪地区医師会委員会委員の委嘱について 

        ・第６７回 「保健文化賞」候補者の推薦について 

        ・平成２７年度「警察医」の推薦について 

     ○３月４日（水） 

         ・平成２６年度松阪地区医師会補正予算（案）・平成２７年度松阪地区医師会事業計画(案)・松阪地区医師会予算(案)・資金調達及び設備投資の見込み（案）並びに第１７７回 臨時会員総会提案事項(案)について  

        ・平成２７年度松阪地区医師会定例理事会の開催日程(案)について 

        ・平成２６年度松阪地区医師会会計決算及び平成２７年度第１期・第２期定期監査関係日程（案）について 

        ・平成２７年度「無事故・無違反チャレンジ 123事業」へのご協賛について(依頼) 

        ・任期満了に伴う高齢者虐待防止ネットワーク代表者の選出について(依頼) 

        ・定年再雇用者等の平成 27年度継続雇用等について 

        ・パート職員への雇用形態変更希望の届出について 

        ・定年退職者への特別退職金の件について 

        ・松阪地域産業保健センター代表・運営主幹・コーディネーターのご推薦について 

     ○３月２５日（水） 

        ・松阪中央総合病院「学術講演会」(4 月 9 日開催)への日本医師会生涯教育講座の認定申請及び共催依頼について 

        ・三重ハートセンター主催「第７７回三重心臓病講演会」（7月 16日開催）への日本医師会生涯教育講座の認定申請及び共催依頼について  

        ・第２１回ＥＫＩＤＥＮｆｏｒＬＩＦＥ（生命の駅伝）への後援名義の使用申請について 

        ・済生会松阪総合病院「市民公開講座」（5 月 17 日開催）への共催名義の使用申請について 

        ・本部事務局からの稟議書の提出について 

        ・平成２７年度 松阪市関係の各種委託契約の締結について 

        ・多気郡 3町各実施の平成 27年度定期予防接種委託契約の締結について 

        ・多気郡 3町各実施の平成 27年度幼児一般健康診査委託契約の締結について 

        ・明和町実施の平成２７年度健康増進事業委託契約の締結について 

        ・多気町実施の平成 27年度健康増進事業委託契約の締結について 

        ・大台町実施の平成 27 年度がん検診、肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、メタボ予防健診（個別検診）委託契約の締結について 

        ・大台町実施の平成 27 年度肺がん検診における二重読影に係る業務委託契約書（案）について 

       ・明和町実施の平成 27 年度肺がん検診における二重読影に係る業務委託契約書（案）について 

        ・多気町実施の平成 27 年度肺がん検診における二重読影に係る業務委託契約書（案）について 

        ・松阪地域産業保健センター事務室賃貸借契約書について（依頼） 

        ・平成 27年度介護認定審査会委員の割当事務に関する事務委託契約書(案)について 

        ・平成 27年度松阪市学校保健会顧問の推薦と理事の報告について(依頼) 

        ・平成 27年度多気郡学校保健会の理事の推薦について（依頼） 

        ・松阪市国民健康保険運営協議会委員の推薦について 

        ・大台町高齢者等虐待防止ネットワーク連絡協議会代表者会議委員の推薦について(依頼) 

        ・育成医療審査にかかる嘱託医契約書について 

        ・松阪地区医師会委員会委員委嘱（変更）について 

        ・職員の正職員への登用について 

        ・平成 27年度多気町福祉事務所嘱託医(生活保護業務等)の推薦について(依頼) 

        ・松阪市健康づくり計画策定支援業務委託事業者候補選定プロポーザブル審査委員会委員の推薦について（依頼） 

        ・松阪地区医師会各種規程（就業規則、パートタイマー就業規則、退職給与規程、給与規程）改正に関するコンサルティング委託業者の選定について  
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(６) 会長会務報告 

■平成２６年４月  

日 曜 行 事 名 

１ 火 松阪地区医師会職員辞令交付式出席（松阪地区医師会新館） 

２ 水 松阪地区医師会在宅医療委員会出席（松阪地区医師会新館） 

３ 木 第 15回松阪看護専門学校入学式挨拶（松阪看護専門学校） 

４ 金 「春の全国交通安全運動」における出発式 森 本部事務局長 代行出席（松阪警察署駐車場） 

９ 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

10 木 第 11回済生会松阪総合病院地域医療支援病院運営会議 出席（済生会松阪総合病院） 

16 水 第 1回所属長会議出席（松阪地区医師会新館） 

23 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

24 木 松阪地区医師会役員歓送迎会出席（相生） 

■５月  

日 曜 行 事 名 

１ 木 
松阪地区医師会職員辞令交付式出席（松阪地区医師会新館） 

第１回松阪市多文化共生ネットワーク会議 森 本部事務局長 代理出席（第二隣保館） 

９ 金 経理管財に関する勉強会出席（松阪地区医師会新館） 

14 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

15 木 乳幼児健診部会挨拶（松阪地区医師会新館） 

16 金 健康増進関係委員会出席（松阪地区医師会新館） 

19 月 第 1回救急・災害医療対策委員会出席（松阪地区医師会新館） 

21 水 
松阪多気地区交通安全対策会議 総会 森 本部事務局長 代理出席（橋西地区市民センター） 

松阪市勤労者サービスセンター第１回定例理事会出席（松阪市勤労者サービスセンター） 

22 木 三重県医師会第 5回将来ビジョン検討会議出席（三重県医師会） 

24 土 済生会松阪総合病院住民健診執務（飯高町） 

26 月 第１回松阪市健康フェスティバル実行委員会出席（松阪市健康センター） 

27 火 社会保険医療担当者の個別指導立会い（三重県津庁舎） 

28 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

29 木 平成 25年度会計定期監査出席（松阪地区医師会新館） 

30 金 第１回地域医療連携委員会出席（松阪地区医師会新館） 

■６月  

日 曜 行 事 名 

２ 月 松阪地区医師会職員辞令交付式･職員永年勤続表彰式出席（松阪地区医師会新館） 

４ 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

５ 木 第１回松阪地域災害医療対策協議会出席（県松阪庁舎） 

７ 土 第１回郡市医師会長会議出席（三重県医師会） 
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８ 日 
歯の健康まつり出席（クラギ文化ホール、農業屋コミュニテイセンター） 

斎王まつり来賓出席（斎宮歴史博物館周辺） 

９ 月 第 1回松阪地区三師会連絡協議会出席（会営センター薬局済生会病院前店） 

10 火 第１回松阪市健康づくり推進協議会出席（松阪市健康センター） 

11 水 広報・情報システム推進委員会出席（松阪地区医師会新館） 

15 日 平成 26年度水防訓練出席（早馬瀬町櫛田川櫛田橋上流） 

18 水 第 3回所属長会議出席（松阪地区医師会新館） 

19 木 
(株)伊勢新聞社紙面企画への取材（松阪地区医師会別棟会長室） 

松阪地区医師会第 175回定例会員総会出席（松阪地区医師会新館） 

25 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

26 木 松阪地区医師会管内実施の特定健康診査等説明会出席（フレックホテル） 

27 金 検診・医療部門運営会議出席（松阪地区医師会新館） 

30 月 第 2回地域ケアネット出席（松阪地区医師会新館） 

■７月  

日 曜 行 事 名 

１ 火 
松阪地区医師会職員辞令交付式出席（松阪地区医師会新館） 

第 1回法人運営委員会出席（松阪地区医師会新館） 

３ 木 東海北陸厚生局養成施設等指導調査対応（松阪看護専門学校） 

４ 金 第 2回地域医療連携委員会出席（松阪地区医師会新館） 

７ 月 第 2回松阪市健康フェスティバル 2014 実行委員会出席（松阪市健康センター） 

９ 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

10 木 「夏の交通安全県民運動」出発式 森 本部事務局長代行出席（松阪警察署） 

12 土 第 2回郡市医師会長会議出席（三重県医師会） 

16 水 第 1回松阪市地域包括ケア推進会議出席（松阪市産業振興センター） 

18 金 社会保険医療担当者個別指導立会い（三重県津庁舎） 

23 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

24 木 松阪地区地域・職域連携推進懇話会出席（三重県松阪庁舎） 

26 土 松本純一先生日本医師会常任理事就任祝賀会出席（ホテルグリーンパーク津） 

27 日 
松阪地域街頭ページェント出席（松阪ショッピングセンターマーム） 

平成 26年度三重県警察医会第 29回定期総会出席（プラザ洞津） 

30 水 第 1回定款等諸規程検討委員会出席（松阪地区医師会新館） 

31 木 学校・園・保健懇談会出席（農業屋コミュニティ文化センター） 

■８月  

日 曜 行 事 名 

１ 金 高橋亘先生告別式弔辞（さくら会館） 

５ 火 第 2回法人運営委員会出席（松阪地区医師会新館） 

６ 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 
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７ 木 第１回松阪市セーフコミュニティ・ネットワーク会議出席（松阪市庁舎 5階特別会議室） 

18 月 第 3回地域けあネット出席（松阪地区医師会新館） 

20 水 
第 5回所属長会議出席（松阪地区医師会新館） 

第 3回 地域医療連携委員会出席（松阪地区医師会新館） 

21 木 三重県医師会第 6回将来ビジョン検討会議出席（三重県医師会館） 

27 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

28 木 三重労働局と某整形外科会員との労災請求の審査立会い（松阪地区医師会新館） 

30 土 第 31回松阪地区三師会懇親会出席（華王殿） 

31 日 伊勢地区医師会主催「救急･災害を考える集い」出席（伊勢市生涯学習センター いせトピア) 

■９月  

日 曜 行 事 名 

１ 月 松阪地区医師会職員辞令交付式出席（松阪地区医師会新館） 

６ 土 第 3回郡市医師会長会議出席（三重県医師会館） 

７ 日 第 32回救急医療を考える集い出席（農業屋コミュニティセンター他） 

10 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

11 木 平成 26年度第１期定期監査出席（松阪地区医師会新館） 

17 水 
第 5回松阪地区医師会衛生委員会出席（松阪地区医師会新館） 

第 6回所属長会議 出席（松阪地区医師会新館） 

18 木 
松阪市第五地域包括支援ｾﾝﾀｰ主催ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ倶楽部ｹｱﾏﾈ支援研修出席(花岡地区市民ｾﾝﾀｰ) 

医療と介護の連携のための研修会出席（大台町健康ふれあい会館） 

19 金 社会保険医療担当者の個別指導立会い（三重県津庁舎） 

22 月 がん検診の件会合出席（多気町役場） 

24 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

25 木 年末年始在宅当番診療の件訪問（前田耳鼻咽喉科気管食道科） 

28 日 
大台町主催「どーんと健康・福祉・介護ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ～子どもから高齢者まで、みな一緒

に～」視察（大台町健康ふれあい会館）  

29 月 年末年始在宅当番診療の件訪問（増田眼科） 

■１０月  

日 曜 行 事 名 

１ 水 
松阪地区医師会職員辞令交付式出席（松阪地区医師会新館） 

医療機関新開設者のガイダンス出席（松阪地区医師会新館） 

２ 木 介護認定主治医研修会挨拶（華王殿） 

３ 金 第 2回松阪地区三師会連絡協議会出席（センター薬局済生会病院前店会議室） 

６ 月 産婦人科の年末年始在宅当番についての会合出席（松阪地区医師会新館） 

８ 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

９ 木 第 2回松阪地域災害医療対策会議出席（松阪商工会議所３階第一研修室） 
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15 水 
第 7回所属長会議出席（松阪地区医師会新館） 

済生会松阪総合病院倫理委員会出席（済生会松阪総合病院） 

16 木 社会保険集団指導出席（フレックスホテル） 

18 土 三重県医師会、三重県主催トップセミナー出席（津都ホテル） 

19 日 

平成 26年度松阪市防災訓練出務（松阪市総合運動公園） 

「ワークセンターフェスティバル 2014」健康相談窓口視察（ワークセンター松阪） 

済生会松阪総合病院 健康ﾌｪｽﾀ･ﾏﾝﾓｻﾝﾃﾞｰ 特別講演時挨拶（済生会松阪総合病院） 

「明和町産業展」健康相談窓口視察（明和町総合体育館） 

20 月 第１回松阪市民病院病診連携推進協議会出席（松阪市民病院） 

22 水 
社会保険医療担当者の個別指導立会い（三重県津庁舎） 

松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

23 木 平成 26 年度決算見込み及び平成 27年度予算作成についての打合せ会出席（松阪地区医師会新館） 

24 金 第１回 在宅医療連携に関しての勉強会出席（松阪地区医師会新館） 

26 日 明和町総合防災訓練来賓見学（上御糸小学校） 

29 水 第 67回三病院連絡会出席（松阪市健康センター） 

31 金 第１回医師会館建設準備委員会出席（松阪地区医師会新館） 

■１１月  

日 曜 行 事 名 

１ 土 
松阪地区防火協会・松阪地区広域消防組合主催「ふるさとの防災と救急を考える集い」

出席（クラギ文化ホール） 

３ 月 中部医師会連合共同利用施設連絡協議会出席（福井県県民ホール） 

４ 火 税制改正セミナー出席（松阪地区医師会新館） 

５ 水 
第三銀行元取締役頭取 吉田 光寛 氏お別れの会出席（華王殿） 

松阪地区メディカルコントロール協議会出席（松阪地区医師会新館） 

６ 木 
第 2回地域医療支援病院運営委員会出席（伊勢赤十字病院） 

三重県介護支援専門協会松阪支部第 5回研修会出席（松阪商工会議所） 

８ 土 第 4回郡市医師会長会議出席（三重県医師会館） 

10 月 志田幸雄先生の総務大臣表彰「救急功労者表彰」受賞を祝う会出席（フレックスホテル）                     

11 火 第 2回松阪市健康づくり推進協議会出席（松阪市健康センター） 

12 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

16 日 
「第 20回飯南ふれあい祭り」視察（飯南ふれあいセンター） 

三重大学医学部創立七十周年記念式典出席（津都ホテル･津センターパレス） 

19 水 松阪市第 3回健康フェスティバル 2014 実行委員会出席（松阪市健康センター） 

20 木 三重県医師会第７回将来ビジョン検討会議出席（三重県医師会館） 

21 金 第 2回医師会館建設準備委員会出席（松阪地区医師会新館） 

22 土 済生会明和病院新築落成式典（済生会明和病院）、祝賀会（フレックスホテル）出席 

26 水 
松阪市防災会議出席（松阪市産業振興センター） 

松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 
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27 木 第 13回済生会松阪総合病院地域医療支援病院運営会議出席（済生会松阪総合病院） 

30 日 第 1回松阪地区医師会健康まつり出席（フレックスホテル） 

■１２月  

日 曜 行 事 名 

１ 月 
「年末の交通安全県民運動」における出発式 森 本部事務局長代理出席（バロー松阪

店駐車場） 

２ 火 公益財団法人松阪市勤労者ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 平成 26 年度第 3 回臨時理事会出席（ワークセンター松阪） 

４ 木 
看護関係者知事表彰受賞者への表彰式出席（松阪地区医師会新館） 

第 1回松阪地域産業保健センター運営協議会出席（松阪地区医師会新館） 

５ 金 第 2回定款等諸規程検討委員会出席（松阪地区医師会新館）     

６ 土 元衆議院議長 田村 元氏お別れの会参列（松阪商工会議所大ホール） 

７ 日 松阪地区薬剤師会新会館お披露目会出席（松阪地区薬剤師会） 

９ 火 松阪地域の地域医療構想（ﾋﾞｼﾞｮﾝ）等にかかる意見交換会出席（三重県松阪庁舎） 

10 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

11 木 高齢者学級 在宅医療講演会講師（大石公民館） 

13 土 あんしん介護･福祉フェア 2014出席（嬉野ふるさと会館） 

15 月 社会保険医療担当者の監査立会い（三重県教育文化会館） 

16 火 松阪地区内科医会特別講演講師（フレックスホテル） 

18 木 
第 2回松阪市多文化共生ﾈｯﾄﾜｰｸ会議 森事務局長代理出席（松阪市教育委員会室） 

地域医療懇談会出席（松阪地区医師会新館） 

19 金 第 1回 経理管財検討会出席（松阪地区医師会新館） 

24 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

25 木 
松阪市国民健康保険運営協議会出席（松阪市役所） 

多気町住民健康づくり推進協議会出席（多気町役場） 

■平成２７年１月  

日 曜 行 事 名 

５ 月 松阪地区医師会職員辞令交付式出席（松阪地区医師会新館） 

８ 木 第 2期定期監査出席（松阪地区医師会新館） 

９ 金 第 3回定款等諸規程検討委員会出席（松阪地区医師会新館）  

10 土 南勢志摩保健医療圏医師会理事代表者会議出席（鳥羽国際ホテル） 

12 月 平成 27年松阪市消防出初式出席（クラギ文化ホール／鈴の森公園） 

14 水 
松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

第 4回定款等諸規程検討委員会出席（松阪地区医師会新館） 

15 木 
第 6 回松阪市松阪市セーフコミュニティ・ネットワーク会議出席（松阪市産業振興セ

ンター） 

16 金 第１回スポーツ医委員会出席（松阪地区医師会新館） 

17 土 第 5回郡市医師会長会議出席（三重県医師会館） 



58 

 

18 日 

在宅医療連携 市民公開講座「いのちのお話〈在宅医療と在宅看取り〉」出席（松阪市

飯南産業文化センター） 

松阪市長との面談（松阪市役所） 

20 火 松阪地区三師会 会長･副会長懇親会出席（相生） 

21 水 
第 10回所属長会議出席（松阪地区医師会新館） 

第 2回経理管財検討会出席（松阪地区医師会新館） 

22 木 
平成 26年度松阪市教育功労者表彰式立会い（松阪市教育委員会） 

第 2回松阪市地域包括ケア推進会議出席（松阪市産業振興センター） 

23 金 松阪地区医師会第 176回臨時総会出席（松阪地区医師会新館） 

28 水 
社会保険医療担当者の個別指導立合い（三重県津庁舎） 

松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

29 木 松阪市民病院病診連携推進協議会出席（フレックスホテル） 

30 金 第１回学校･園保健委員会出席（松阪地区医師会新館） 

 

■２月  

日 曜 行 事 名 

１ 日 松阪市制施行 10周年記念式典市制功労団体表彰式出席（クラギ文化ホール） 

５ 木 
第 3回松阪地域災害医療対策協議会(代表者･実務者合同会議)出席（三重県松阪庁舎） 

検診医療部門勉強会･懇親会出席（華王殿） 

10 火 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

12 木 

三重県健康福祉部医務国保課医務･看護班宛施設整備事業提案書提出（三重県庁） 

第 2回在宅医療勉強会出席（松阪地区医師会新館） 

第 10回松阪市セーフコミュニティ・ネットワーク会議出席（松阪市産業振興センター） 

13 金 第 4回地域医療連携委員会出席（松阪地区医師会新館） 

16 月 松阪市予防接種健康被害調査委員会出席（松阪市健康センター） 

18 水 
第 11回所属長会議出席（松阪地区医師会新館） 

第 68回三病院連絡会出席（松阪市健康センター） 

19 木 

松阪市・多気郡 3町への防災用品・災害用備蓄品配備事業の目録贈呈（松阪市役所） 

平成 27年度予算査定出席（松阪地区医師会新館） 

済生会松阪総合病院「第６回医療連携症例検討会」出席（フレックスホテル） 

20 金 第 10回松阪シティマラソン救護所に係る説明会出席（松阪地区医師会新館） 

23 月 植田三重県副知事宛施設整備事業提案書に関する訪問（三重県庁） 

25 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

26 木 
多気町住民健康づくり推進協議会出席（多気町役場） 

第 3回地域医療支援病院運営委員会出席（伊勢赤十字病院） 

27 金 松阪市議会議員（沖議員、中村議員）対応（松阪地区医師会別棟） 

28 土 ｢鳥羽市在宅医療･介護連携会議」多職種研修会出席（保健福祉センターひだまり） 
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■３月  

日 曜 行 事 名 

３ 火 新規医療機関開設者へのガイダンス出席（松阪地区医師会新館） 

４ 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

５ 木 松阪看護専門学校卒業式出席（松阪看護専門学校） 

６ 金 法人運営委員会出席（松阪地区医師会新館） 

７ 土 第 6回郡市医師会長会議出席（三重県医師会館） 

８ 日 第 10回松阪シティマラソン救護所出務（松阪市総合運動公園） 

９ 月 介護認定審査会代表者会議出席（松阪市介護認定審査会室） 

11 水 第 24回松阪地区メディカルコントロール協議会出席（松阪地区医師会新館） 

12 木 
第 8回松阪市セーフコミュニティ・ネットワーク会議出席（松阪市庁舎） 

第 2回松阪地区救急医療連絡会出席（松阪地区医師会新館） 

13 金 
社会保険医療担当者監査立会い（三重県津庁舎） 

松阪市との会合（松阪地区医師会新館） 

16 月 松阪中央総合病院臨床研修管理委員会出席（松阪中央総合病院） 

19 木 

松阪市国民保護協議会 森 本部事務局長代理出席(松阪市産業振興センター) 

第１回松阪市地域密着型サービス運営委員会出席（松阪市役所） 

第 14回済生会松阪総合病院地域医療支援病院運営会議出席（済生会松阪総合病院） 

松阪地区医師会第177回臨時会員総会出席（松阪地区医師会新館） 

20 金 第 5回定款等諸規程検討委員会出席（松阪地区医師会新館） 

21 土 大台厚生病院新築移転竣工式・内覧会出席（新大台厚生病院） 

25 水 
松阪市長との面談（松阪市役所） 

松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会新館） 

26 木 

大台町報徳診療所並びに大台町介護老人保健施設みやがわ竣工式出席（介護老人保健施設みやがわ） 

第 3回松阪市地域包括ケア推進会議出席（松阪市産業振興センター） 

松阪市勤労者サービスセンター第 2 回定例理事会出席（松阪市勤労者サービスセンター） 

27 金 社会保険医療担当者監査立会い（三重県津庁舎） 

28 土 松阪市との契約締結立会い（松阪地区医師会別棟） 

31 火 第 1回感染症対策委員会出席（松阪地区医師会新館） 

 

（７）副会長会務報告 

■平成２６年４月  

日 曜 行 事 名 

１ 火 松阪地区医師会職員辞令交付式 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

２ 水 松阪地区医師会在宅医療委員会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

９ 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

10 木 三重県医師会第 1 回自浄作用活性化並びに定款等諸規程検討委員会 太田副会長出席（三重県医師会館） 

16 水 第 1回所属長会議 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

17 木 第１回松阪看護専門学校運営会議 小林副会長出席（松阪看護専門学校） 



60 

 

23 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席(松阪地区医師会新館) 

24 木 松阪地区医師会役員歓送迎会 太田･小林･森田 各副会長出席（相生） 

28 月 第 1回検診・医療部門理事担当者会議 太田･小林･森田 各副会長出席(松阪市健診センター) 

■５月  

日 曜 行 事 名 

１ 木 松阪地区医師会職員辞令交付式 森田副会長出席（松阪地区医師会新館） 

８ 木 三重県医師会第 2 回自浄作用活性化並びに定款等諸規程検討委員会 太田副会長出席（三重県医師会館）  

９ 金 経理管財に関する勉強会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

14 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席(松阪地区医師会新館) 

15 木 第2回松阪看護専門学校運営会議 小林副会長出席（松阪看護専門学校） 

16 金 健康増進関係委員会 太田･小林･森田各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

19 月 第 1 回救急･災害医療対策委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

21 水 第 2回所属長会議 太田副会長出席（松阪地区医師会新館） 

22 木 伊勢赤十字病院第１回地域医療支援病院運営委員会 小林副会長代理出席（伊勢赤十字病院） 

23 金 第 2 回地域包括ケア推進(在宅医療推進)準備委員会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

26 月 第 2 回検診･医療部門理事担当者会議 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪市健診センター） 

27 火 第 2回居宅介護部門担当者会議 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

28 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席(松阪地区医師会新館) 

29 木 平成 25年度会計定期監査 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

30 金 第１回地域医療連携委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

■６月  

日 曜 行 事 名 

２ 月 松阪地区医師会職員辞令交付式･職員永年勤続表彰式 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

５ 木 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館) 

８ 日 斎王まつり「移動相談窓口」森田副会長出席（斎宮歴史博物館） 

９ 月 第 1回松阪地区三師会連絡協議会 太田副会長出席（会営センター薬局済生会病院前店） 

10 火 第１回松阪市健康づくり推進協議会 太田副会長出席（松阪市健康センター） 

11 水 広報・情報システム推進委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

16 月 第 3 回地域包括ケア推進（在宅医療推進）準備委員会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

19 木 
第 3回松阪看護専門学校運営会議 小林副会長出席（松阪看護専門学校） 

松阪地区医師会第 175 回定例会員総会 小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館)  

23 月 第１回松阪市地域包括支援センター運営協議会 小林副会長出席（松阪市市民センター） 

24 火 第 3回居宅介護部門担当者会議 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

25 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館) 

27 金 検診・医療部門運営会議 森田副会長出席（松阪地区医師会新館） 

30 月 第 3 回検診･医療部門理事担当者会議 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪市健診センター） 
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■７月  

日 曜 行 事 名 

１ 火 第 1回法人運営委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

４ 金 第 2回地域医療連携委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

９ 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館) 

17 木 第 4回松阪看護専門学校運営会議 小林副会長出席（松阪看護専門学校） 

22 火 第 4回居宅介護部門担当者会議 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

23 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館) 

24 木 
第１回松阪中央総合病院地域医療連携委員会 太田副会長出席（松阪中央総合病院） 

松阪市国民健康保険運営協議会 森田副会長出席（松阪市議会委員会室） 

25 金 第 1回地域包括ケア推進会議運営幹事会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

26 土 松本純一先生日本医師会常任理事就任祝賀会 小林・森田 各副会長出席（ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ津） 

27 日 三重県警察医会第 29回定期総会 太田副会長出席（プラザ洞津） 

28 月 第 4 回検診・医療部門理事担当者会議 太田･小林･森田 各副会長出席(松阪市健診センター) 

29 火 第 1回休日夜間応急診療所運営担当者会議 太田副会長出席（松阪市健康センター） 

30 水 第 1 回定款等諸規程検討委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館) 

31 木 平成 26 年度 学校･園･保健懇談会 小林副会長出席（農業屋コミュニティ文化センター） 

■８月  

日 曜 行 事 名 

１ 金 
第１回松阪市防災訓練災害医療活動部門の打合せ会 太田･小林･森田 各副会長出席

（松阪地区医師会新館） 

５ 火 第 2回法人運営委員会 太田･小林･森田 各副会長出席出席（松阪地区医師会新館） 

６ 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

18 月 第 3回地域けあネット 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

20 水 
第 4回松阪地区医師会衛生委員会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

第 3回地域医療連携委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

22 金 第 2回地域包括ケア推進会議運営幹事会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

25 月 第 5回検診･医療部門理事担当者会議 小林･森田 各副会長出席（松阪市健診センター） 

26 火 第 5回居宅介護部門担当者会議 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

27 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

30 土 
松阪国際交流協会第 23回総会 太田副会長出席（フレックスホテル） 

第 31回松阪地区三師会懇親会 太田･小林･森田 各副会長出席（華王殿） 

■９月  

日 曜 行 事 名 

７ 日 第 32回救急医療を考える集い 太田･小林･森田 各副会長出席（農業屋ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ他） 

10 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

11 木 平成 26年度第１期定期監査 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 
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17 水 第 5回松阪地区医師会衛生委員会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

22 月 第 2回地域包括ケア推進会議運営幹事会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

24 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

29 月 第 6回検診･医療部門理事担当者会議 小林･森田 副会長出席（松阪市健診センター） 

30 火 第 6回居宅介護部門担当者会議 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

■１０月  

日 曜 行 事 名 

１ 水 
職員辞令交付式 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

医療機関新開設者のガイダンス 太田･小林・森田副会長出席（松阪地区医師会新館） 

２ 木 第 4回地域けあネット 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

３ 金 第 2回松阪地区三師会連絡協議会 太田副会長出席（センター薬局済生会病院前店会議室） 

６ 月 産婦人科の年末年始在宅当番についての会合 太田副会長出席（松阪地区医師会新館） 

８ 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

９ 木 
第 2回松阪地域災害医療対策会議 太田副会長出席（松阪商工会議所３階第一研修室） 

第 6回松阪看護専門学校運営会議 小林副会長出席（松阪看護専門学校） 

16 木 社会保険集団指導 太田･小林・森田 各副会長出席（フレックスホテル） 

18 土 三重県医師会、三重県主催トップセミナー 小林副会長出席（津都ホテル） 

19 日 
平成 26年度松阪市防災訓練 太田･小林・森田 各副会長出動（松阪市総合運動公園） 

済生会松阪総合病院 健康ﾌｪｽﾀ･ﾏﾝﾓｻﾝﾃﾞｰ 太田副会長座長（済生会松阪総合病院） 

20 月 第１回松阪市民病院病診連携推進協議会 森田副会長出席（松阪市民病院） 

22 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

23 木 

松阪中央総合病院地域医療連携委員会 太田副会長出席（松阪中央総合病院） 

平成26年度決算見込み及び平成27年度予算作成についての打合せ会 太田･小林･森田 

各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

24 金 第１回 在宅医療連携に関しての勉強会 小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

27 月 
第 7回検診･医療部門理事担当者会議 太田･小林･森田 各副会長出席 （松阪市健診センター） 

第 2 回松阪市地域包括支援センター運営協議会 小林副会長出席（松阪市市民活動センター） 

28 火 第 7回居宅介護部門担当者会議 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

29 水 第 67回三病院連絡会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪市健康センター） 

30 木 第 4回地域包括ケア推進会議運営幹事会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

31 金 
平成 26年度第１回医師会館建設準備委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区

医師会新館） 

■１１月  

日 曜 行 事 名 

３ 月 
中部医師会連合共同利用施設連絡協議会 太田･小林･森田 各副会長出席（福井県県民

ホール） 

４ 火 税制改正セミナー 小林・森田 各副会長出席（松阪地区医師会館新館） 

５ 水 松阪地区ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ協議会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 
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10 月 
志田幸雄先生の総務大臣表「救急功労者」受賞を祝う会 太田･小林･森田 各副会長出

席（フレックスホテル） 

11 火 第 2回松阪市健康づくり推進協議会 太田副会長出席（松阪市健康センター） 

12 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

13 木 ヘリコバクター・ピロリ検査実施要綱について 森田副会長出席（松阪市教育委員会） 

19 水 第 7回松阪地区医師会衛生委員会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

21 金 第 2 回医師会館建設準備委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

25 火 第 8回居宅介護部門担当者会議 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

26 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

28 金 エボラウイルス感染症対策意見交換会 太田副会長出席（県松阪庁舎） 

30 日 第 1回松阪地区医師会健康まつり 太田･小林･森田 各副会長出席（フレックスホテル） 

■１２月  

日 曜 行 事 名 

４ 木 第 1回松阪地域産業保健センター運営協議会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

５ 金 第 2 回定款等諸規程検討委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

９ 火 松阪地域の地域医療構想(ﾋﾞｼﾞｮﾝ)等にかかる意見交換会 小林副会長出席（三重県松阪庁舎） 

10 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

18 木 地域医療懇談会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

19 金 第１回経理管財検討会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

22 月 第 9回検診･医療部門理事担当者会議 太田･森田 各副会長出席（松阪市健診センター） 

24 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

25 木 松阪市国民健康保険運営協議会 森田副会長出席（松阪市役所） 

26 金 第 9回居宅介護部門担当者会議 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

■平成２７年１月  

日 曜 行 事 名 

７ 水 第 6回地域包括ケア推進会議運営幹事会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

８ 木 第 2期定期監査 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

９ 金 第 3 回定款等諸規程検討委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

10 土 南勢志摩保健医療圏医師会理事代表者会議 小林･森田 各副会長出席（鳥羽国際ホテル） 

14 水 
松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

第 4 回定款等諸規程検討委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

16 金 第 1回スポーツ医委員会 小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

18 日 

市民公開講座「いのちのお話<在宅医療と在宅看取り>」小林副会長出席（松阪市飯南

産業文化センター） 

平成 26年度第１回災害医療コーディネーター研修会 太田副会長出席（吉田山会館） 

20 火 松阪地区三師会 会長･副会長懇親会太田･小林･森田 各副会長出席（相生） 

21 水 第 2回経理管財検討会 小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 
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22 木 
第 2回松阪市地域包括ケア推進会議 小林副会長出席（松阪市産業振興センター） 

第 10回松阪看護専門学校運営会議 小林副会長出席（松阪看護専門学校） 

23 金 
松阪地区医師会第 176回臨時総会 太田･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

第 10回居宅介護部門担当者会議 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

26 月 
第 10回検診･医療部門理事担当者会議 太田･小林･森田各副会長出席（松阪市健診セン

ター） 

28 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

29 木 
医療と介護の連携のための研修会 太田副会長講師（多気町役場） 

松阪市民病院病診連携推進協議会 森田副会長出席（フレックスホテル） 

30 金 第１回学校・園保健委員会 森田･小林 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

■２月  

日 曜 行 事 名 

３ 火 
第 3回松阪市地域包括支援センター運営協議会 小林副会長出席（松阪市市民活動セン

ター） 

４ 水 第 3回松阪地域災害医療対策協議会）太田副会長出席（三重県松阪庁舎） 

５ 木 
松阪市国民健康保険運営協議会 森田副会長出席（松阪市議会第会議室） 

検診医療部門勉強会･懇親会 太田･小林･森田 各副会長出席（華王殿）   

11 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長席（松阪地区医師会新館） 

12 木 第 2回在宅医療勉強会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

13 金 第 4回地域医療連携委員会 小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

16 月 松阪市予防接種健康被害調査委員会 小林副会長出席（松阪市健康センター） 

18 水 第 68回三病院連絡会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪市健康センター） 

19 木 

松阪市・多気郡三町への防災用品・災害用備蓄品配備事業の目録贈呈 太田･小林･森田 

各副会長出席（松阪市役所） 

平成 27年度予算査定 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪市健診センター） 

松阪中央総合病院地域医療連携委員会 太田副会長出席（松阪中央総合病院） 

済生会松阪総合病院「第６回医療連携症例検討会」太田副会長出席（フレックスホテル） 

23 月 
第 11 回検診･医療部門理事担当者会議 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪市健診セ

ンター） 

24 火 第 11回居宅介護部門担当者会議 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

25 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

■３月  

日 曜 行 事 名 

２ 月 
臨時検診･医療部門理事担当者会議 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新

館） 

３ 火 
第 7回地域包括ケア推進会議運営幹事会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

新規医療機関開設者へのガイダンス 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

４ 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

６ 金 法人運営委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 
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８ 日 第 10回松阪シティマラソン 小林副会長救護所出務（松阪市総合運動公園） 

11 水 第 24 回松阪地区ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ協議会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

12 木 
第 2 回松阪地区救急医療連絡会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

居宅介護部門勉強会 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

13 金 松阪市との会合 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

18 水 
第 10回松阪シティマラソン救護所に係る反省会 太田･小林･森田 各副会長出席 

（松阪地区医師会新館） 

19 木 
松阪地区医師会第 177回臨時会員総会 太田･小林･森田 各副会長出席出席（松阪地区

医師会新館） 

20 金 第 5 回定款等諸規程検討委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

24 火 第 12回居宅介護部門担当者会議 小林副会長出席（松阪地区医師会新館） 

25 水 松阪地区医師会定例理事会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

26 木 第 3回松阪市地域包括ケア推進会議 小林副会長出席（松阪市産業振興センター） 

30 月 
第 12 回検診･医療部門理事担当者会議 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪市健診セ

ンター） 

31 火 第 1回感染症対策委員会 太田･小林･森田 各副会長出席（松阪地区医師会新館） 

 

 

（８）委員会開催状況（法人関係） 

・地域医療連携委員会（午後７時３０分から 於 松阪地区医師会館小会議室） 

       行政と諸問題に関して協議を行った 

・第１回 ５月３０日（金）  ・第２回 ７月 ４日（金） 

    ・第３回 ８月２０日（金）  ・第４回 ２月１３日（金） 

 

（９） 地域医療懇談会 

     日時：１２月１８日（木）午後４時から 場所：松阪地区医師会新館２階多目的ホール及び「武蔵野」 

            管内松阪市関係者及び３ｹ町関係者と地域医療保健について懇談した。 

 

 （10）松阪地区三師会懇親会〔２６年度担当：松阪地区歯科医師会〕 

         日時：８月３０日（土） 午後７時から  場所：華王殿 

             松阪地区医師会、歯科医師会、薬剤師会各会員の出席のもと懇親会を開催した。 

 

（11）経理管財検討会 

経理管財検討会   １２月１９日 

       ・平成２６年度決算見込みについて検討された。 

 

経理管財検討会   １月２１日 

・平成２７年度予算(案)について検討された。 

    

（12）法人運営委員会 

第１回   ７月１日 



66 

 

       ・平成２６年度松阪地区医師会健康まつり(仮称)の開催について 

 

     第２回  ８月５日 

       ・平成２６年度松阪地区医師会健康まつり(仮称)の開催について 

 

     第３回  ３月６日 

       ・第１回松阪地区医師会健康まつりについて(報告) 

       ・第２回松阪地区医師会健康まつりの開催について(協議) 

 

（13）定款等諸規程検討委員会 

第１回 ７月３０日 

            ・松阪地区医師会各種規程(就業規則・給与規程・退職給与規程・パート就業規則)について 

 

第２回 １２月５日 

・松阪地区医師会各種規程(就業規則・パートタイマー就業規則・退職給与規程・給与規程)改正に 

関するコンサルティング委託業者の選定について 

 

第３回   １月９日 

・松阪地区医師会各種規程(就業規則・パートタイマー就業規則・退職給与規程・給与規程)改正に 

関するコンサルティング委託業者の選定について〈業者からの委託内容説明〉 

 

     第４回  １月１４日 

・松阪地区医師会各種規程改正の内容について 

・松阪地区医師会各種規程(就業規則・パートタイマー就業規則・退職給与規程・給与規程)改正に 

関するコンサルティング委託業者の選定について 

 

     第５回  ３月２０日 

・松阪地区医師会各種規程(就業規則・パートタイマー就業規則・退職給与規程・給与規程)改正に 

関するコンサルティング委託業者の選定に係る各委員からの質問要望事項について 

 

（14）会員の動静 

      平成２６年４月  １日 現在会員数３５６名 

平成２７年３月３１日 現在会員数３６２名 

①入会・退会・異動                         〔敬称略〕 

月 日 入    会 退    会 異動  等 備   考 

4/ 1 Ａ 尾邉利英     宮前診療所（内） 

4/ 1     Ａ→Ｂ 坂根明生 さかね医院（廃業）→自宅会員 

4/ 1     Ｂ 坂根曉子 さかね医院（廃業）→自宅会員 

4/ 1     Ａ→Ｂ 堀内 衛 堀内医院（廃業）→自宅会員 

4/ 1 Ｂ 武藤紹士     武藤外科胃腸科（循外） 

4/ 1 Ｂ 松島 聡     済生会明和病院（脳外） 
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4/ 1 Ｂ 樋口治之     済生会明和病院（内） 

4/ 1 Ｂ 谷川高士     松阪中央総合病院（循内） 

4/ 1 Ｂ 田端正己     松阪中央総合病院（外） 

5/ 7 Ｂ 岡田英昭     介護老人保健施設やまゆりの里（内） 

6/ 1 Ｂ 福家洋之     済生会松阪総合病院（内） 

6/ 1 Ｂ 青木雅俊     済生会松阪総合病院（内） 

6/ 1 Ｂ 西出喜弥     済生会松阪総合病院（放） 

6/ 1 Ｂ 川喜田英司     済生会松阪総合病院（整形） 

6/ 1 Ｂ 小林 巧     松阪中央総合病院（産婦） 

6/ 2   A 上野裕三   上野整形外科（逝去） 

6/30   Ｂ 加藤慎也   済生会松阪総合病院 

7/ 1 Ｂ 岩佐 正     イワサ小児科（小） 

7/ 1 Ｂ 中村 祐     中村クリニック（循内） 

7/ 1 Ｂ 中島紳太郎     中島医院（外） 

7/ 1 Ｂ 北川愛子     松阪中央総合病院（麻酔） 

7/30   B 高橋 亘   自宅会員（逝去） 

7/31   B 大西 始   大西病院 

9/ 1     Ｂ→Ａ 山中猛成 
松阪中央総合病院→ 

山中胃腸科クリニック開業 

H26 

12/ 1 
  Ｂ 山際昭男   介護老人保健施設やまゆりの里 

H27 

1/ 1 
    Ｂ 草川 均 

松阪中央総合病院→ 

おおたクリニック（循外） 

1/21 Ｂ 西岡博之     大台厚生病院（耳鼻） 

3/ 1     Ｂ→Ａ 駒田文彦 
松阪市民病院→ 

かいばな内科クリニック開業 

3/24   Ｂ 山本康久   大西病院(逝去) 

3/31   Ｂ 李 由紀   済生会松阪総合病院 

3/31   Ｂ 櫻井正人   済生会松阪総合病院 

3/31   Ｂ 山中 学   松阪中央総合病院 

3/31   Ｂ 浅間信治   
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ株式会社ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ 

 &ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｼｽﾃﾑｽﾞ社 

 

 

（15）職員の動静 

       平成２６年４月   １日現在職員数 １３５名 

     平成２７年３月３１日現在職員数 １４５名 
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①職員新規採用者 

採用年月日 氏    名 所      属 職      名 

26. 4. 1 北村拓章 松阪市健診センター 診療放射線技師 

26. 4. 1 横谷翔吾 松阪市健診センター 営業職員 

26. 4. 1 刀根美和 臨床検査センター 事務員 

26. 4. 1 堤 善弘 臨床検査センター 臨床検査技師 

26. 4. 1 正司純子 訪問看護ステーション 看護師 

26. 4. 1 小掠仁美 訪問看護ステーション 事務員 

26. 4. 1 高野田鶴子 ホームヘルパーステーション 介護福祉士 

26. 5. 1 角屋杏子 保健医療センター 看護師 

26. 6. 1 桐岡 瞳 訪問看護ステーション 理学療法士 

26. 6. 1 宮下かほり 松阪看護専門学校 専任教員 

26. 7. 1 倉田新子 本部事務局 事務員 

26. 9. 1 鷲見誠治 松阪看護専門学校 事務員 

26.10. 1 井坂綾子 訪問看護ステーション 事務員 

26.10. 1 松田秋子 訪問看護ステーション 事務員 

27. 1. 1 永井太香 松阪看護専門学校 専任教員 

 

②職員退職者 

退職年月日 氏    名 所      属 職      名 

26.5.10 山田敏幸 保健医療センター 係長 

26.6.30 岩塚佐織 本部事務局 事務員 

26.7.31 加藤小百合 松阪看護専門学校 事務員 

26.7.31 渡邊佐江子 松阪看護専門学校 専任教員 

26.9.3 奥野ます美 訪問看護ステーション 事務総括 

26.11.30 小掠仁美 訪問看護ステーション 事務員 

27.2.28 北畠礼子 松阪市健診センター 事務員 

27.3.31 茂木 一 本部事務局 参与 

27.3.31 中村水紀 訪問看護ステーション 作業療法士 

 


