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令和２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 

（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（中止） 

（３）市民公開講座・健康相談（中止） 

     

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 

 ○看護専門学校検討委員会の設置 

 

 

 

 

 



令和２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。 

    【令和 2年度実績】 

     ・感染症対策委員会  今年度は、未開催。 

         ・新型コロナウイルス感染症対策委員会（仮称） 

令和 2年 5月 7日（木）19時 30分、松阪地区医師会館 

    事項（1）ＰＣＲセンター設置について（2）その他  

出席者 6名 

     ・新型コロナウイルス感染症対策委員会 

第１回 令和 2年 5月 15日（金）19時 30分、松阪地区医師会館 

    事項（1）ＰＣＲセンター設置について（2）その他  

出席者 6名 

第２回 令和 2年 6月 15日（月）19時 30分、松阪地区医師会館 

    事項（1）ＰＣＲセンター設置について 

・松阪市長からの依頼内容について 
     ・会員医療機関向け説明書について 

            ・開設スケジュールについて 

（2）その他 

出席者 6名 

第３回 令和 2年 12月 7日（月）19時 30分、松阪地区医師会館 

事項（1）新型コロナウイルス PCR検査検体搬送等について 

         （市民病院への検査依頼について） 

（2）その他 

・インフルエンザサーベイランスの実施について 

・発熱患者に対する年末年始の対応について 

（三重県医師会からのアンケート） 

・新型コロナウイルス感染症対策について 

（11月 28日郡市医師会長会議資料） 

出席者 6名 

第４回 令和 3年 1月 12日（火）19時 30分、松阪地区医師会館 

        事項（1）松阪地区の新型コロナウイルスワクチンの接種体制の検討について 



（2）その他 

出席者 10名（会員 6名、松阪市 4名） 

第５回 令和 3年 2月 8日（月）19時 30分、松阪地区医師会館 

        事項（1）新型コロナウイルスワクチン松阪地区の接種体制の検討について 

             ・新型コロナウイルスワクチン集団接種における医師派遣及び看護師

派遣依頼について 

             ・住民への新型コロナウイルスワクチン接種実施についての調査につ

いて 

（2）新型コロナウイルスワクチン接種体制に関する説明会（２月１５日  

開催）の内容について 

（3）その他 

出席者 12名（会員 6名、松阪市 4名、三重県 2名） 

第６回 令和 3年 3月 12日（金）19時 30分、松阪地区医師会館 

        事項（1）新型コロナウイルスワクチン集団接種（巡回接種）体制等について 

             ・協力医師・看護師等の状況について（医師会） 

             ・巡回接種について（松阪市） 

（2）新型コロナウイルスワクチン個別接種の体制等について 

   ・個別接種実施についての事前調査について（医師会） 

    ・準備状況について（松阪市） 

（3）その他 

出席者 12名（会員 6名、松阪市 4名、三重県 2名） 

  
・松阪市ＰＣＲ検査センターに関する説明会開催について 

    令和 2年 7月 6日（月）19時 30分、松阪地区医師会館（WEB開催） 

    事項 １）松阪市ＰＣＲ検査センターの概要（出務）について 
       ２）松阪市ＰＣＲ検査センターの利用方法について ３）その他 

 出席者 115名（会員 104名、松阪市 11名） 

 
   ・新型コロナウイルス検査検体搬送に関する説明会開催について 

令和 2年 10月 9日（金）19時 30分、松阪地区医師会館（WEB開催） 
    事項 １）新型コロナウイルス PCR検査検体搬送について ２）その他 

出席者 74名 
 

     ・新型コロナウイルス感染症に関する勉強会開催について（職員向け） 

令和 2年 11月 12日（木）16時 45分、松阪地区医師会館（WEB開催） 
      事項 １）新型コロナウイルス感染症：概要と松阪地域の現状について 

            三重県松阪保健所 所長 植嶋 一宗 先生 
               ２）ＰＣＲ検査について～検体の取扱い等～ 
            三重県松阪保健所 健康増進課 粟野 仁美 技師 
      出席者 担当理事 4名、医師会職員 49名 

 
・新型コロナウイルスワクチン接種体制に関する説明会開催について 
令和 3年 2月 15日（月）19時 30分、松阪地区医師会館（WEB開催） 

    事項 １）医療従事者等への接種体制について  
２）新型コロナウイルスワクチン松阪地区の接種体制について 

①集団接種について 



・集団接種における医師および看護師執務の協力依頼について 

         ②個別接種について 

３）住民への新型コロナウイルスワクチン接種実施についての調査について   

    出席者 会員 119名、松阪市 8名、三重県 3名 

 

（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。 

     【令和 2年度実績】  

       ・健康増進関係委員会  新型コロナウイルス感染症拡大のため中止となった。 

令和２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

検診についての資料を委員宛送付した。 

       

 ・特定健診説明会（中止） 

  中止の措置として、今年度は説明用 DVD及び資料の配布をおこなった。 

内容 1）特定健康診査･がん検診等の契約内容について 

     2）令和元年との変更点等について 

3）松阪地区医師会臨床検査センターの対応等について 

        ①特定健診の実施方法について ②健康増進法の実施方法について 

        ③松阪市がん検診について④３町がん検診ならびにがん検診の実施方法について 

⑤肺がん健診二重読影について 

  

 ・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) 三重とこわか国体・三重とこわか大会松阪市実行委員会 

   第 2回常任委員会及び総会（書面決議） 

   議案第 1号～第 13号 

   常任委員会決議日 令和 2年 5月 15日（金） 

   総会   決議日 令和 2年 6月 18日（木） 

      （ウ）三重とこわか国体・三重とこわか大会多気町・松阪市実行委員会 

         第 3回総会（書面決議） 

         報告事項（報告第 1号～3号）、審議事項（議案第 1号～15号） 

         決議日 令和 2年 6月 10日（水） 

  （エ）みえ松阪マラソン 2020第 4回実行委員会（書面決議） 

     1．報告事項（報告第 1号～2号）、2.議事（議案第 1号～4号） 

     決議日 令和 2年 4月 23日（木） 

  （オ）みえ松阪マラソン 2020第 5回実行委員会（書面決議） 

          1.報告事項（報告第 1号）、2.議事（議案第 1号） 



     決議日 令和 2年 6月 26日（金）開催延期となる 

              

（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並

びに松阪市行政チャンネル「いきいき健康情報」へ講師を派遣した。 

    【令和 2年度実績】 

・健康講演会 派遣医師 1名   

    ・行政チャンネル「いきいき健康情報」 派遣医師 1名 

放映期間 放映月 テーマ 

第 4火曜日～1週間放映 

1日 18回（1回 15分）の 

リピート放映 

令和 3年 1月 生活習慣病を予防しよう 

令和 3年 3月 こころの調子はどうですか？ 

 

（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。 

 【令和 2年度実績】  松阪地区医師会 産業医就任数  113名 

                   事業所相談医数  21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。 

    【令和 2年度実績】 

     ・乳幼児保健部会(委員会)  新型コロナウイルス感染症拡大のため中止となった。 

 

（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。 

    【令和 2年度実績】  

      ・学校・園・保健懇談会 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止となった。 

      ・学校保健委員会  
松阪地区医師会学校・園保健委員会(書面決議)にて選出し、理事会を経て推薦可否 
協議といたしました。 

  事項 令和3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 

令和 3年度「学校・園・保健懇談会」開催日程等（案）について 

       

（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 

 （土曜日深夜）内科、小児科 



    診療時間 （休日）9時～12時、14時～17時 （夜間）20時～22時 30分 

         （土曜日深夜）0時～6時 

    【令和 2年度出務医師数】 113名  

       【令和 2年度受診者数】（休日）内科 1,001名 小児科 647名 外科 821名 

                 （夜間）内科 1,183名 小児科 300名 

                  （土曜日深夜）内科 109名, 小児科 20名 

                                      合計 4,081名 

 （イ）行政防災訓練 

     下記、防災訓練へ参画した。 

     【令和 2年度実績】  

      ＜多気町＞新型コロナウイルス感染症拡大のため中止となった。 

＜明和町＞新型コロナウイルス感染症拡大のため中止となった。 

 

 （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。 

     【令和 2年度実績】  

    ・令和 2年度はコロナウイルス感染症拡大のため中止となった。 

 

 （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 50万円程度の備品を贈呈した。 

      

（８）学術生涯教育      

    ・生涯教育委員会の開催について 

令和2年7月20日（月）19時30分、場所 松阪地区医師会館  

報告事項（1）松阪地区医師会主催 臨床懇話会・臨床集談会について 

    （2）管内医療機関等主催 講演会・研修会について 

    （3）令和 2年度松阪地区医師会主催 臨床集談会の開催について 

協議事項（1）令和 3年度松阪地区医師会主催 臨床懇話会の開催日程（案）について 

    （2）Web講演会（Web受講）の開催について 

その他  

10名出席 

   【令和 2年度実績】  

     学術生涯教育講座開催回数：10回（臨床懇話会9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10回開催し、医学知識の高揚に努めた。 

◎第１回   

日時：令和 2年 9月 10日（木）午後 7時 20分～8時 30分 

場所：Web視聴 

演題：「フットケアチームで挑む重症下肢虚血に対する集学的治療  

                     ～抗血栓療法について再考する～」 



講師：松阪中央総合病院 副院長・心臓血管センター長 谷川高士 先生 

座長：平岡内科循環器科 院長 平岡直人 先生 

認定：1単位（CC：43） 

参加人数：22名 

◎第２回   

日時：令和 2年 9月 24日（木）午後 7時～8時 15分 

場所：Web視聴 

演題：「いつものてんかん患者。外来で何を訊けばいい？」 

講師：日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院 脳神経外科  

第三脳神経外科部長 藤谷 繁 先生 

座長：三重厚生連 松阪中央総合病院 脳神経外科 部長 津田和彦 先生 

認定：1単位（CC：35） 

参加人数：10名 

◎第３回   

日時：令和 2年 10月 8日（木）午後 7時～8時 

場所：Ｗｅｂ視聴 

演題：「地域医療における TAVIが果たす役割 

～心房細動合併例における抗凝固療法を含め～」 

講師：三重大学医学部附属病院 循環器内科・臨床キャリア支援部  

助教 佐藤 圭 先生 

座長：松阪中央総合病院 副院長・心臓血管センター長 谷川高士 先生 

認定：1単位（CC：75） 

参加人数：19名 

◎第４回   

日時：令和 2年 11月 12日（木）午後 6時 30分～7時 30分 

場所：Web視聴、サテライト会場：松阪地区医師会館 

演題：「メトホルミンが糖尿病治療の基礎薬であるこれだけの理由」 

講師：糖尿病・甲状腺上西内科 院長 上西栄太 先生 

認定：1 位（CC：76） 

参加人数：25名 

◎第５回   

日時：令和 2年 11月 26日（木）午後 7時～8時 15分 

場所：Web視聴 

【講演 1】 

演題：「降圧剤として注目される MRB」 

講師：松阪中央総合病院 循環器内科 部長 幸治隆文 先生 

【講演 2】 

演題：「全身疾患とミネラロコルチコイド受容体」 

講師：国際医療福祉大学医学部 臨床検査医学 主任教授 下澤達雄 先生 

座長：松阪中央総合病院 副院長・心臓血管センター長 谷川高士 先生 

認定：1単位（CC：74） 

参加人数：32名 



◎第６回   

日時：令和 2年 12月 10日（木）午後 7時 15分～8時 30分 

場所：Web視聴 

演題：「心不全パンデミックを見据えた診断と治療 

～ナトリウム利尿ペプチド系の意義も含めて～」 

講師：三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学 教授 土肥 薫 先生 

座長：松阪中央総合病院 副院長・心臓血管センター長 谷川高士 先生 

認定：1単位（CC：73） 

参加人数：27名 

◎第７回   

日時：令和 3年 1月 28日（木）午後 7時～8時 

場所：Web視聴 

演題：「TarGet Residual Risk～スタチン治療の残余リスクを再考する～」 

講師：鈴鹿中央総合病院 診療部長 北村哲也 先生 

座長：済生会松阪総合病院 内科部長 垣本 斉 先生 

認定：1単位（CC：75） 

参加人数：25名 

◎第８回   

日時：令和 3年 2月 25日（木）午後 7時 20分～9時 

場所：Web視聴 

【一般講演】 

演題：「循環器内科診療における新しい潮流 ～Onco-cardiologyについて～」 

講師：三重ハートセンター 循環器内科 医長 澤井俊樹 先生 

座長：平岡内科循環器科 院長 平岡直人 先生 

【特別講演】 

演題：「その抗血小板薬併用、本当に必要ですか？  

～最新のエビデンスとガイドラインから～」 

講師：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：三重ハートセンター 副院長 宮原眞敏 

認定：1.5単位（CC：16） 

参加人数：39名 

◎第９回   

日時：令和 3年 3月 25日（木）午後 7時～8時 

場所：Web視聴 

演題：「痛風・高尿酸血症診療の最適化  

-高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第 3版と新たな治療選択—」 

講師：三重膠原病リウマチ痛風クリニック 内科 院長 甲斐基一 先生 

座長：済生会松阪総合病院 内科・腎臓センター長 石川秀二 先生 

認定：1単位（CC：82） 

参加人数：39名 

◎松阪地区臨床集談会   

日時：令和 3年 3月 4日（木）午後 6時 30分～7時 30分 



場所：Web視聴 

演題：「医療安全 ～クレーム・トラブル対応と訴訟回避のポイント～」 

講師：楠井法律事務所 弁護士・博士（医学） 楠井嘉行 先生 

座長：松阪地区医師会 学術生涯教育担当理事 大西正浩 先生 

認定： 1単位（CC：7） 

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。 

 

【４月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１４ 松阪地区小児科医会 （中止） ○  松阪地区医師会館 ― 

【５月実施分】 

※開催はございません。 

【６月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１０ 第 1回松阪呼吸器研究会 ○  華王殿 55人 

２６ 松阪市民病院主催 地域連携臨床懇話会 ○  松阪市民病院 48人 

【７月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１７ 松阪市民病院主催 地域連携臨床懇話会 ○  松阪市民病院 40人 

３０ ＷＥＢ講演会 ○  Web視聴 15人 

【８月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

６ 松阪地区臨床集談会（延期） ○  フレックスホテル ― 

２７ 松阪呼吸器オンライン講演会（Web講演）  ○  Web視聴 15人 

【９月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１５ 心不全トータルケア Web セミナー（Web 講習）  ○  Web視聴 31人 

２９ Pain Live Symposium in mie（Web講習）  ○  Web視聴 37人 

 

 



【１０月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１４ 第 2回松阪呼吸器研究会 〇  フレックスホテル 31人 

１５ 奥伊勢学術講演会 〇  Web視聴 37人 

２２ 三重ハートセンター 第 111 回心臓病講演会 〇  Web視聴 27人 

２２ 済生会松阪総合病院 第 128回医療連携講演会  〇  済生会松阪総合病院 32人 

２３ NEXT Web Seminar 〇  Web視聴 41人 

２７ Mie Circulation Conference 2020 ○  ホテルグリーンパーク津 35人 

【１１月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

５ 済生会松阪総合病院 第 129回医療連携講演会  ○  済生会松阪総合病院 43人 

６ Medical Conference －高齢者の健康寿命に貢献する－  ○  Web視聴 16人 

１２ 済生会松阪総合病院 第 130回医療連携講演会 ○  Web視聴 33人 

１９ 三重ハートセンター 第 113 回心臓病講演会 ○  Web視聴 14人 

【１２月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１ 循環器病 Web セミナー～「地域」×「多職種」で輪をつなぐ～  ○  Web視聴 61人 

２ 第 3回松阪呼吸器研究会 （中止） ○  華王殿 ― 

１４ 心房細動トータルケア Webセミナー ○  Web視聴 53人 

１６ インフルエンザ診療フォーラム in松阪 ○  Web視聴 21人 

１７ 糖尿病セミナーin  Matsusaka ○  Web視聴 22人 

２１ 呼吸困難を診る～心不全・喘息治療のパラダイムシフト～ ○  Web視聴 22人 

【令和３年１月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１４ 済生会松阪総合病院 第 131回医療連携講演会 ○  
Web視聴 

済生会松阪総合病院 
45人 

１９ 松阪中央総合病院 学術講演会 ○  Web視聴 30人 

２０ Mie P-cab web seminar ○  Web視聴 31人 

【令和３年２月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

４ 松阪地区医師会リモート講演会 〇  Web視聴 26人 

５ 済生会松阪総合病院 第 132回医療連携 Web講演会  〇  Web視聴 43人 

１８ 松阪循環器疾患連携の会 〇  Web視聴 38人 

【令和３年３月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

８ 高血圧 Webセミナー ○  Web視聴 30人 

１１ 三重ハートセンター第 114回三重心臓病講演会 ○  Web視聴 33人 

２３ 松阪地区学術講演会 ○  Web視聴 32人 

 

 

 



（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。 

  （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。 

      【令和 2年度実績】 けんこうガイド No.97、No.98、No.99 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。 

     【令和 2年度実績】  

        ・社会保険集団指導開催 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点等から中止とする。 

代替として保険診療に関する資料を配布を行った。 

          ・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。 

        【令和 2年度実績】 

       ・介護認定主治医研修会  

 新型コロナウイルス感染症拡大の為、希望者に下記資料の配布を行った。 

〈配布資料〉 

  ・松阪市版エンディングノート「もめんノート 伝えたいこと」 

   松阪地区医師会 介護保険担理事 藤井秀子先生 

 ・令和元年度 松阪多気地域介護認定審査会実施状況報告について 

   松阪市健康福祉部 介護保険課 認定調査審査係 

・介護認定審査会委員 現認研修会 

   新型コロナウイルス感染症拡大の為中止 

    ・令和 2年度 介護認定審査会  

審査会委員就任数 105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（松阪市殿町 新福祉会館）において開催 

委員 105名が出務した。 

 

 

 



（14）障害者総合支援法関連 

    ・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会へも会員

が委員就任した｡ 委員数 11名 

開催曜日:原則第 2、第 4火曜日の月 2回(午後 7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 

 

（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。 

    【令和 2年度実績】 

・在宅医療委員会  令和 2年度は開催されなかった。 

 

 ＜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】 令和 2年度 124,826 件（松阪市民病院を除く） 

【上記のうち緊急検査件数】   令和 2年度  8,931 件（7.2%） 

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】 令和 2年度 67,404 件 

   【上記のうち緊急検査件数】  令和 2年度 56,670 件（84.1%） 

＊ 緊急検査は、日当直制により 24時間 365日対応   

③その他 

1. 過疎地域（松阪市飯南町、飯高町、大台町宮川地域）の診療所・老人保健施設に赴き

検査を受託した。 

2. 無料肝炎ウイルス検査を実施した。 

     【令和 2年度実績】  7件 

（２）精度管理事業 

①臨床検査標準化の継続実施   

     【令和 2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・ 

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・報徳診療所・（9施設） 

［対象項目］ 

         生化学的検査 27項目、免疫学的検査 1項目 

［精度管理懇談会］ 



   新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止。 

   但し、毎月の精度管理結果は電子メールで報告し、参加全施設にて共有している。 

   (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。 

(４）臨床検査関係の学会等について 

職員が情報収集、技能向上のために出席した学会、研修会等は下記の通り。 

  

開催日 開催地 研修会名 出席者 

R2 10/1-31 Web開催 第 69回医学検査学会 天野佐智 

10/1-11/1 Web開催 第 60回臨床化学会年次学術集会 丸山篤芳 

R3 1/20-31 Web開催 令和 2年度三重県臨床検査精度管理報告会 天野佐智 

2/19-3/4 Web開催 日本総合健診医学会第 49回大会 丸山篤芳 

2/20-28 Web開催 日本動脈硬化学会メディカルスタッフカンファレンス 丸山篤芳 

 

(５） 種々団体との共同研究並びに調査協力事業 

地域医療への貢献として、医療・研究機関からの共同研究、調査協力等の申し出に

応じた。 

 

＜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。 

      【令和 2年度受託検診・検診件数】 

      ＜児童・生徒＞ 

       腎臓病検診（尿検診）27,228 件 

       心臓病検診      7,237 件 

       結核検診       1,807 件 

       胸部精密検査      12 件 

       対象施設数 幼稚園：20園、保育所：36、公立小中学校：67校、 

県立高等学校：6校、私立中高等学校：3校、特別支援学校：１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 

     ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 

（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予定で

あったが、新型コロナウイルス感染症の影響によりすべて中止となった。 

   



【令和 2年度実施実績】 

    ＜市民公開講座＞  

※開催なし 

 

＜健康相談等＞      

○第 38回斎王まつり （中止）     

○松阪市ワークセンターフェスティバル （中止） 

○めいわフェスタざいしょ市 （中止） 

 

※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予定であった。 

１）松阪地区医師会 第 7回 健康まつり （中止）            

   

  

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】 

 令和２年度 ３７名 

【卒業生進路状況】 

  令和２年度  松阪地区総合病院 ３４名＜松阪地区への就業率９１.９％＞ 

 

〔行事等報告〕 

１．行事 

４月 １日  入学前説明会 

８日  入学お祝いの会 

（第２１回入学式はコロナウイルス感染防止のため縮小して実施） 

８日～１０日  オリエンテーション（１年生） 

      ９日  学生健康診断：保健医療センター（３年生） 

     １０日  学生健康診断：保健医療センター（１年生） 

  ４月１４日～５月 ８日 

         コロナウイルス感染予防対策のため休校 

  ５月１１日  授業登校して再開（１・３年） 

５月１１日～１７日  遠隔で授業再開（２年生） 

  ５月１８日  学生総合健康診断：本校（１・３年） 

６月 １日  学生健康診断：保健医療センター（２年生） 

２５日  学生総合健康診断：本校（２年生） 

  ７月 ８日  大雨警報のため休校 

  ７月３１日  交通講話（教職員・学生１・２年）：講堂・１・２年教室に分散して zoomで

聴講 

   ８月１１日～ ２１日 夏期休暇（１・２・３年生） 

  １２日・２０日 

  オンラインによる進路ガイダンス・模擬授業開催 

  １１月３０日  避難訓練（全学生） 



  １２月２４日～１月７日 冬期休暇 

２月１４日    第１１０回看護師国家試験 

３月 ４日  第１９回卒業式 

２６日  第１１０回看護師国家試験合格発表 

 

２．コロナウイルス感染症予防対策 

  １）通学について  

①電車通学の場合、飛沫・接触感染を受けないよう十分に注意する。 （混雑時はドア

付近を避ける、学校の入り口でアルコール消毒をする） 

②夕方の混雑を避けるため、速やかに下校する。 

③可能な場合、車で登校する。（送迎の場合、事故防止のため学生駐車場付近で降りる。）  

２）感染予防 各自の感染予防行動を徹底する。  

①衛生学的手洗い・アルコールによる手指消毒を行う。  

②屋内ではマスクを着用する。咳エチケットを徹底する。 

③近距離での会話、大声を出す、大声で歌うなどを控える。 

④人が多く集まる場所への外出を避ける。（休日・ゴールデンウイークも含む） 

⑤感染しやすい場所へ行かない。（三密を避ける。） カラオケ、スポーツジム、 

居酒屋、映画館、屋内のスポーツ施設、多数集まるイベント等  

⑥緊急事態宣言に従い、県外に移動しない。 

３）健康管理 

①毎朝検温をして自己の健康を評価し、健康チェックシートに記入する。  

37.5℃以上の発熱がある場合、又は呼吸症状・倦怠感など体調に異常がある場合、学

校に 連絡をして自宅で安静にする。  

②登校時、1 階で発熱の有無をチェックし教室に入る。 

③規則正しい生活をし、バランスのとれた食事や十分な睡眠をとる。 

４）その他  

①換気のため教室の入り口は常時開放する。 

②昼食は、各自の机で（横並びで）食べる。 

③人との間隔をできるだけ２ｍ（最低１ｍ）あける。 

④家族の方にも、感染予防対策のご協力を依頼する。 

⑤地域の感染状況に注意する。 

 

３．コロナウイルス感染症関連 

１)４月１０日の三重県からの「感染拡大阻止緊急宣言」発表により、県内の小・中・高

校が臨時休校 となることに伴い、本校も近隣の感染情報をふまえて、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止の観点から、 令和２年４月１４日（火）午後から５月８日（金）の

期間を休校とした。休校中は、学生は各教科の課題に取り組み、遠隔で授業を実施し

た。 

   ２) 三重県が、県内における新型コロナウイルスの感染状況（４月末より新たな新型コロ

ナ ウイルス感染者が出ていないこと）をもとに５月７日に大学等（大学、専修学校 、

各種学校等の教育施設）への休業要請の解除を発表したことをふまえて、学校運営会

議（令和２年５月７日開催）で 充分に検討し、令和２年 ５ 月１１日（月）から授業



及び実習を開始することを決定致した。 授業開始にあたっては、十分な感染防止対策

をとった上で実施した。５月１１日以降は、１.３年は講堂、各教室で分散し、２年は

遠隔で授業を再開した。 

３）オープンキャンパスが開催できなかったため、オンラインによる進路ガイダンス・模

擬授業を開催した。進路ガイダンスでは、令和３年度の入学試験についての説明や学

校紹介を行い、模擬授業では『静脈血採血』の講義・演習の様子を見て頂いた。また、

学校紹介ムービーを作成し、広報活動に役立てた。 

    ４）臨地実習は、新型コロナウイルス感染症状況により、1部（保育園実習や精神看護学

実習、在宅看護論実習等）の実習が、受け入れ困難となり学内実習に変更した。臨地

で実習ができなかった学生は、夏季・冬季休暇時に見学実習をさせていただいた。学

内実習では、実習指導者に学内で施設紹介などの講義をしていただいたり、オンライ

ンでカンファレンスを行い助言をいただくことができた。 

５）三重県補助金 

     ①三重県看護師養成所遠隔授業等設備整備費補助金 3,127,000円 

      遠隔授業に係る設備備品の購入備品に対する補助： 

      備品：プロジェクター、テレビ、ノートパソコン、webカメラ、iPad、DVD教材 

    設備：無線アクセスポイント 

     新型コロナウイルス感染リスクに配慮した、資格取得のための必要な学習環境が確

保できた。分散授業や遠隔授業、また実習ができない時期も現場と同じような環境

が実現できた。カンファレンスも病院とのオンラインでつなぎ、意見や指導をいた

だくことができた。 

       ②三重県私立学校感染症対策学びの保障支援補助金 500,000円 

        感染症対策に係る経費補助：非接触体温計、マスク、手指消毒液購入、遠隔授業 

の際の資料郵送のための経費補助 

      ６）日本学生支援機構より 

     感染症対策助成金：400,000円：日本学生支援機構奨学金奨学生 36名に配分した。 

 

４．会議 

１） 運営会議 

第１回４月１５日 

議題：①令和３年度入試について②コロナウイルス感染拡大予防による休校・対策マ

ニュアルについて③自己点検自己評価について④その他 

第２回５月７日 

議題：①コロナウイルス感染防止に伴う休校の再開について②令和３年度学生募集

について③遠隔授業について④その他 

第３回６月１７日：zoomにて開催 

議題：①三重県看護学校校長会総会について②令和３年度高校訪問について③令和

３年度オープンキャンパスについて④高等教育修学支援制度に伴う授業料減

免対象者について⑤その他 

第４回７月１５日：zoomにて開催 

議題：①令和３年度入試について（感染予防対策について）②運営規程内規について

③防災規程について④コロナウイルス感染流行再燃を鑑みて、行動に対する



注意喚起文書作成について 

     ⑤その他 

第５回９月１６日：zoomにて開催 

議題：①令和３年度入試について②三重県看護師養成所遠隔授業等設備整備費補助

金の交付申請について③防災規程について④その他 

第６回１０月７日：zoomにて開催 

議題：①令和３年度入試について②その他 

第７回１２月３日 

議題：①令和３年度松坂看護専門学校事業計画について②防災規程について③令和

３年度行事予定について④令和２年度卒業式、令和３年度入学式について⑤

三重県看護師養成所遠隔授業等設備整備費補助金に係る追加購入備品につい

て⑥令和２年度決算見込み及び第１次補正予算について⑦第５次カリキュラ

ム改正について⑧その他 

第８回１２月１７日 

議題：①令和２年度卒業式について②令和３年度予算について③保護者宛コロナウ

イルス感染症対策のお願い・冬季休暇・年末年始・成人式に伴う行動に対する

注意喚起文書について④第１１０回看護師国家試験実施について⑤その他 

第９回２月９日 

議題：①令和２年度物品購入について②令和２年度臨時職員採用について③令和３ 

年度職員具申書について④令和３年度入学式について⑤ 

第１０回３月１８日 

議題：①令和４年度学生募集要項について②第５次カリキュラム改正に伴う教育内

容の検討について③令和２年度地域医療提供体制確保のための看護師養成所

における ICT 等の整備事業費補助金の交付について④コロナウイルスワクチ

ン接種が上位に位置づけられる医療従事者の範囲について⑤令和２年度第２

次補正予算について⑥令和３年度実習病院との連携会議及び学校関係者評価

会議の開催について⑦令和３年度会議予定について⑧看護学校検討委員会に

ついて⑨その他 

 

２） 入試合否判定会議 

１１月２日 令和３年度推薦・一般（指定校・一般）入学試験合否判定会議 

１２月３日 令和３年度一般（前期）入学試験合否判定会議 

 ２月９日 令和３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１７日：３年３７名 

 

４） １．２年単位認定会議 

   ３月１８日 

 

５） 臨地実習指導者会議 

    ８月 ５日 １年生専門分野Ⅰ（基礎看護学実習Ⅰ）指導者会議 於：本校 



２年生専門分野Ⅰ（基礎看護学実習Ⅱ）指導者会議 於：本校 

        １０月７・９日３年生統合分野（統合実習）指導者会議 於：各病院 

１１月２０日・２５日・２６日 

                  ２年生専門分野Ⅱ（成人Ⅰ・老年Ⅰ・老年Ⅱ看護学実習）指導者会

議 於：各病院 

３月２４日 令和３年度３年生専門分野Ⅱ（成人Ⅱ・Ⅲ・小児・母性・精神看護学 

実習・在宅看護論実習）指導者会議 於：本校 

 

６） 実習施設との連携会議  

      ８月６日 松阪市民病院、済生会松阪総合病院、松阪中央総合病院、 

済生会明和病院長・看護部長にご出席いただき、意見交換を行った。 

７） 学校関係者評価会議 

   ８月６日 松阪市民病院、済生会松阪総合病院、松阪中央総合病院、 

済生会明和病院長・看護部長、同窓会会長、保護者代表、教育知見者の方々 

にご出席いただき学校関係者評価を行っていただき、HPで公表した。 

 

５．入学試験 

１） 令和３年度推薦（指定校・一般推薦）入学試験 

願書受付 １０月 １日～１０月１９日 

入学試験 １０月２９日         

合否発表 １１月 ６日         

   ２） 令和３年度一般（前期）入学試験 

願書受付 １０月２０日～１１月１６日  

入学試験 １１月２７日         

合否発表 １２月 ８日         

３） 令和３年度一般（後期）入学試験 

願書受付 １２月２４日～ １月２０日  

入学試験  ２月 ６日         

合否発表  ２月１６日         

 

６．学生実習関係 

１）３年生専門分野Ⅱ・統合分野（小児・母性・老年Ⅱ看護学実習・在宅看護論実習） 

５月１１日～７月３０日、８月３１日～１０月８日 

２）２年生専門分野Ⅰ（基礎看護学実習Ⅱ） 

１０月１２日～１０月２７日 

３） ３年生統合分野（統合実習） 

１１月４日～１１月１９日 

４） １年生専門分野Ⅰ（基礎看護学実習Ⅰ） 

１２月 ３日～１２月１０日 

５） ２年生専門分野Ⅱ（成人Ⅰ・老年Ⅰ・老年Ⅱ看護学実習） 

    １月１２日～ ３月１１日 

 



 

７．学生募集関係 

〈高校訪問〉 

６月・７月 松阪・三重・松阪工業・松阪商業・飯南・津商業・津東・高田・ 

宇治山田商業・伊勢学園・皇學館・宇治山田・セントヨゼフ・久居高校 

         志摩・鳥羽・ 名張・名張青峰、木本・尾鷲・相可・南伊勢 各高校に訪問 

 

〈進路説明会、高校ガイダンス・模擬授業〉 

  コロナウイル感染防止のため、いくつかのガイダンスは中止となった。2月・3月のガイダ

ンスは、感染防止のためオンラインで参加した。 

期間 場所 対象生徒 出席教員 

2.5.27 松阪工業高等学校 1名 西 泉 

2.10.28 三重県立飯南高等学校 3名 西 泉 

2.12.8 飯南高等学校 4名 志戸岡 聡子 

2.12.18 木本高等学校 20名 西 泉 

3.1.22 相可高等学校 9名 西 泉 

3.2.10 三重高等学校（オンライン） 22名 志戸岡 聡子 

3.2.17 相可高等学校（オンライン） 5名 中川 美季 

3.2.22 津商業高等学校（オンライン） 37名 橋本 泉 

3.3.12 久居農林高等学校（オンライン） 11名 大西 由起 

3.3.15 久居農林高等学校（オンライン） 5名 前田 昌子 

3.3.18 飯南高等学校（オンライン） 2名 志戸岡 聡子 

〈看護講話〉 

期間 場所 対象生徒 出席教員 

2.9.25 西中学校  わくわくスクール講話 3年生 西 泉 

2.10.15 西中学校  わくわくスクール講話 2年生 西 泉 

2.11.12 久保中学校 わくわくスクール講話 2年生 志戸岡 聡子 

   

８．学生情報   （ ）は男子再掲、単位：名  

① 受験状況（２２回生） 

応募者数 受験者数 合格者 入学者数 

１１６（２０） １０３（１６） ５２（２） ３９（１） 

 

② 学生数（３．４現在）   

計 １年生 ２年生 ３年生 

１２４（１６） ４０（ ２） ４４（７） ４０（７） 

 

③ 国試合格状況（１９回生）（３．３現在） 

 卒業生 
国試 

合格者 



３７（２） ３７（２） 

④ 就職状況（１８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 

２１ 

（２） 
５ 

８ 

 

  ０ ３ 

 

３７ 

（２） 

 

８．外部講師  

科目名（時間） 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 桟敷まゆみ 鈴鹿大学 

社会学 浦野 茂 三重県立看護大学 

家族関係論 
春名誠美 

北井真紀子 
四日市看護医療大学 

心理学 
望木郁代 三重大学 

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 乗本秀樹 三重大学 

サービス接遇 堀田明美  

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 井戸正流 三重中央医療センター 

臨床栄養学 
林 辰弥 三重県立看護大学 

臨床薬理学 

社会福祉 村瀬 博 三重大学 

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 

看護生理学 中村可奈  

病理学 宮村俊行 みやむらクリニック 

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 

片山芳彦 松阪中央総合病院 

疾病治療論Ⅱ 矢津卓宏 矢津内科 



疾病治療論Ⅲ 村田浩人 済生会松阪総合病院 

疾病治療論Ⅳ 
森本 亮 

松阪市民病院 
西村 誠 

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 

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 

疾病治療論Ⅴ 水谷 実 松阪中央総合病院 

リハビリテーション 田中一彦他 松阪中央総合病院 

保健医療論 

齋藤洋一 南勢病院 

小林昭彦 小林内科胃腸科医院 

桜井正樹 松阪市民病院 

保健医療論 

眞砂由利 松阪市民病院 

清水敦哉 済生会松阪総合病院 

鶴森立美 済生会松阪総合病院 

三田孝行 松阪中央総合病院 

村林惠子 松阪中央総合病院 

竹上真人 松阪市長 

臨床看護学総論Ⅰ 倉田千晶 松阪中央総合病院 

成人看護学概論 山﨑千恵子 松阪市 

成人看護学援助論Ⅰ 

中西和美 松阪中央総合病院 

谷口香里 済生会松阪総合病院 

辻村里枝 済生会松阪総合病院 

成人看護学援助論Ⅱ 松井美貴 済生会松阪総合病院 

成人看護学援助論Ⅳ 

井上桂子 済生会松阪総合病院 

祖父江亜紀子 済生会松阪総合病院 

高山 貢 済生会松阪総合病院 

早川佐季子 済生会松阪総合病院 

藤田貴子 済生会松阪総合病院 

成人看護学援助論Ⅴ 

村木明美 済生会松阪総合病院 

藤解すみ子 済生会松阪総合病院 

萩原美紀 松阪市民病院 

小児看護学概論 長谷川昌弘 はせがわこどもクリニック 

精神看護学概論 

萩 典子 四日市看護医療大学 

大西信行 四日市看護医療大学 

工藤安史 四日市看護医療大学 

美馬ちづる 松阪市 

精神看護学援助論Ⅰ 
佐原克学 南勢病院 

萩 典子 四日市看護医療大学 

精神看護学援助論Ⅱ 
大西信行 四日市看護医療大学 

萩 典子 四日市看護医療大学 



精神看護学援助論Ⅲ 萩 典子 四日市看護医療大学 

看護の統合と実践Ⅰ 
西村聖子 

松阪中央総合病院 
竹林正樹 

看護の統合と実践Ⅲ 小久保登子 松阪市民病院 

 

９．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、済生会明和病院 

訪問看護ステーション（医師会、松阪市民病院、済生会松阪総合病院、済生会明和病院） 

南勢病院、松阪厚生病院、みえテクノエイドセンター、みずほの里 

松阪市地域包括支援センター（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（１２園）、エンジェルスマイルモモ、松阪市健康センターはるる、 

 

１０．教職員関係 

１） 講師・委員委嘱 

     ①日本看護学校協議会東海ブロック役員：西 泉 

②三重中央医療センター附属三重中央看護学校 

学校関係者評価委員：西 泉 

     ③三重県新人看護職員教育検討委員：志戸岡聡子 

④三重県身体障害者福祉センター 

令和２年度福祉用具セミナー講師：橋本 泉 

      

２）学会・研修会参加 

令和 2.6. 3 日本看護学校協議会総会参加：西・志戸岡 

      2.6.24 大学・専門学校教員対象オンラインセミナー:教員１０名 

2.7.11～3.3.11 医学書院セミナー:教員１０名 

        2.7. 6 日本看護学校協議会東海北陸ブロック会議：西 

        2.7.16 日本看護学校協議会東海北陸ブロック会議：西 

      2.8.2・3日本看護学校協議会東海北陸ブロック研修会参加:西・志戸岡 

        2.8.27 専任教員継続研修ラダー研修会：川谷・浅沼・杉田 

        2.9.14 三重県実習指導者講習会フォローアップ研修参加 実習指導教員１名 

        2.9.23 看護セミナー参加 教員２名 

        2.11.4～3.3.31 看護教育力アップセミナー「地域・在宅看護論」:橋本 

2.10. 6 日本看護学校協議会事務担当会（オンライン）:鷲見・宮嵜 

        2.11.23 三重県看護学校校長会研修会：大西・橋本・前田・中川 

      2.12. 6 令和２年度助産師職能交流会：大西 

      2.12.12 三重県看護教員継続研修：川谷・浅沼・杉田 

      2.12.22 多職種連携ハイブリッドシミュレーター説明会 

：永井・川谷・浅沼・杉田 

       3. 2.22  コロナ禍における新人看護職員研修（オンライン） 

：西・志戸岡・前田・中川 

      3. 3. 8 鈴鹿医療科学大学看護学部主催講演会（オンライン） 



：西・志戸岡・川谷・浅沼・永井 

       

１１．出張 

   令和 2. 6.25  三重県看護学校校長会総会：西副学校長 

       3. 3.25 看護職等養成に関する協議会：西副学校長 

 

１２．施設利用提供 

１）日本看護学校協議会東海北陸ブロック研修会 

施設：講堂 

日時 令和２年８月２日（日）～３日（月）8：30-17：00 

        県内看護師養成所教務主任が参加して、次期カリキュラム改正について 

研修会を行った。 

 

    ２）令和２年度福祉用具セミナー 

施設：講堂、看護実習室 

日時 令和２年８月１９日（水）13：00-16：00 

主催者 三重県身体障害者総合福祉センター 

 

１３．同窓会 

「松看会」 会員数 ７２６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＞ 

※中止した事業の中止理由は、新型コロナウイルス感染予防対策のためです。 

 

＜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    4,876 件    （対前年度比 239 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 

      【介護予防シリーズ教室開催状況】 

       令和2年度 25回 参加人数 121人 

     中止 12回 

 

      【一般介護予防教室開催状況】 

       令和2年度 15回 参加人数 424人 

 

 （イ）権利擁護業務 

    【令和2年度権利擁護業務に係わる相談件数】 

     消費者被害相談      3件 

       虐待相談         9件 



      成年後見制度支援相談   5件 

 

 （ウ）総合相談支援業務 

    【総合相談件数状況】（新規対応実人数） 

      令和2年度 304人 

    【実態把握訪問件数状況】（対応実人数） 

      令和2年度  60件 

 

 （エ）包括的・継続的ケアマネジメント業務 

    【令和2年度各種講座開催状況等】 

     ａ 地域けあネット 

       開催中止 

     ｂ 介護予防サポーター養成講座 

       ・初級開催回数   12回 

        中止       6回 

       ・中級開催回数    6回 

       ・参加延人数   242人 

     ｃ 認知症サポーター養成講座 

       ・開催回数      8回 

        中止       1回 

       ・参加延人数   266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】 

     令和3年1月1日現在 

     要支援1 288人、要支援2 366人 

     要介護1   468人、要介護2  369人、要介護3  336人、 

要介護4  264人、要介護5  187人 

 

 

＜居宅介護支援事業所＞ 

 居宅介護支援延べ件数    3,247 件     （対前年度比 86 件減） 

 

【令和2年度介護プラン実績件数状況】    2,477件 

  【令和2年度予防プラン実績件数状況】     770件 

   【令和2年度認定調査件数状況】         77件 

   【令和2年度住宅改修支援事業件数状況】      3件 

 

 

＜訪問看護ステーション＞ 

 訪問件数          7,163 件    （対前年度比 312 件増） 

 



  【令和2年度医療保険訪問看護件数状況】    2,164回 

  【令和2年度介護保険訪問看護件数状況】    4,999回 

  【令和2年度重症心身障害児の受入状況】     329回 

  【令和2年度看護実習の受け入れ状況】 

   県立看護大学    在宅看護実習 中止 

   松阪看護専門学校  在宅看護実習 延べ78名 

 

 

＜ホームヘルパーステーション＞ 

 訪問件数          8,036 件    （対前年度比 230 件減） 

 

【令和2年度訪問介護件数状況】 

     総 件 数        8,036件 

     身体介護        4,398件 

     生活援助          1件 

     身体介護＋生活援助   2,690件 

     介護予防         947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令和2年度実施した。 

   【令和2年度実績】 

     居宅介護支援事業所 支援延べ件数      36 件 

     訪問看護ステーション 訪問件数      859 件 

     ホームヘルパーステーション 訪問件数    0 件 

 

【町民公開講座】 

     中止 

 

〔行事等報告〕 

4月21日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第1回役員会 

               松阪市嬉野社会福祉センター          （青木） 

28日 居宅介護部門担当者会議 

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

5月12日 令和2年度松阪市ケアプラン点検支援実施に係る打ち合わせ 

               松阪市役所               （青木、松尾） 

26日 居宅介護部門担当者会議 

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

6月4日 ここから始めるテレワーク（富士ゼロックス主催） 

               オンライン研修                （青木） 

14日 令和2年度第1回きゃりああっぷ倶楽部（第五包括）【延期】 

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

23日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第2回役員会 



               松阪市嬉野社会福祉センター          （青木） 

居宅介護部門担当者会議 

               オンライン会議            （藤井担当理事他） 

7月8日 令和2年度第4回松阪市認知症初期集中支援チーム員会議 

               南勢病院                   （青木） 

14日 令和2年度第1回多気町ケアマネジャー連携会議 

               多気町役場                  （横山） 

25日 家族の会40周年記念講演会 

               ウインクあいち                 （辻） 

28日 新しい生活様式に合わせたﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ勉強会（松阪市高齢者支援課地域包括支援係） 

               松阪市福祉会館          （松尾、田中、御村） 

29日 居宅介護部門担当者会議 

               オンライン会議            （藤井担当理事他） 

31日 在宅医療と介護の多職種連携会議 

               明和町中央公民館               （横山） 

8月18日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第3回役員会 

               オンライン会議                （青木） 

25日 居宅介護部門担当者会議 

               オンライン会議            （藤井担当理事他） 

28日 令和2年度おかえりSOSネットワークまつさか運営会議 

               健康センターはるる            （青木、辻） 

9月8日 令和2年度在宅医療介護連携推進支援事業 在宅医療介護連携推進に向けた研修会 

               オンライン研修             （青木、横山） 

11日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第1回研修会（オンライン参加可） 

               松阪市嬉野社会福祉センター   （青木、寺添、他9名） 

19日 講師指導者養成研修（2日間） 

               オンライン研修会               （青木） 

29日 居宅介護部門担当者会議 

               オンライン会議            （藤井担当理事他） 

10月1日 三重県看護協会松阪支部研修会「新型コロナウイルス感染症に対する感染対策」 

               オンライン研修             （田中、内田） 

10日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第5回役員会 

               オンライン会議                （青木） 

13日 令和2年度第1回松阪市地域包括ケア推進会議 

               松阪地区医師会館               （青木） 

15日 個別移行支援連携会議（松阪市健康福祉部障がい福祉課障がい福祉係） 

             松阪市福祉会館             （青木、松尾） 

「もめんノートを活用して安心できる生活を」（第一包括） 

               松阪地区医師会館            （小山、岩崎） 

20日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第2回研修会（オンライン参加可） 

               松阪市嬉野社会福祉センター   （青木、松尾、他3名） 

23日 学び合い、磨き合う地域公共交通セミナー 



               三重県勤労者福祉会館          （松尾、田中） 

27日 居宅介護部門担当者会議 

               オンライン会議            （藤井担当理事他） 

30日 第5回松阪市高齢者保健福祉計画等策定委員会 

               松阪市福祉会館                （青木） 

11月4日 令和2年度主任介護支援専門員研修 

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

 介護報酬改定の動向と法人の生き残りを左右する介護人材確保定着人財成長戦略 

               オンライン研修                （青木） 

 新型コロナウイルス感染症対策研修会（介護サービス施設等） 

               オンライン研修                （青木） 

6日 令和2年度第1回松阪市認知症初期集中支援チーム検討委員会 

               オンライン会議                （青木） 

11日 科学的リーダーシップ＆科学的「組織環境構造マネジメントメソッド」導入戦略 

               オンライン研修                （青木） 

12日 新型コロナウイルス感染症に関する勉強会 

               松阪地区医師会館        （青木、寺添、他10名） 

16日 松阪市人権施策審議会 

               松阪市役所                  （青木） 

18日 令和2年度第1回「松阪地域在宅医療・介護連携拠点」運営委員会 

               松阪地区医師会館            （青木、横山） 

19日 個別移行支援連携会議（松阪市健康福祉部障がい福祉課障がい福祉係） 

               松阪市福祉会館                （青木） 

24日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第6回役員会 

               オンライン会議                （青木） 

 居宅介護部門担当者会議 

               オンライン会議            （藤井担当理事他） 

25日 令和2年度地域権利擁護支援研修（高齢者虐待防止担当者交流会） 

               三重県社会福祉士会館             （野川） 

26日 令和2年度認知症地域支援推進員研修（2日間）【中止】 

               愛知県名古屋市                 （辻） 

12月15日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第4回研修会（オンライン参加可） 

               松阪市嬉野社会福祉センター      （青木、他4名） 

23日 松阪市人権施策審議会 

               松阪市役所                  （青木） 

25日 居宅介護部門担当者会議 

               オンライン会議            （藤井担当理事他） 

1月13日 令和2年度第10回松阪市認知症初期集中支援チーム員会議 

               南勢病院                 （青木、辻） 

22日 要介護者の誤嚥性肺炎予防のための口腔ケアと食支援のポイント(大塚製薬主催) 

               オンライン研修                （青木） 

23日 住民主体型介護予防システム（一般社団法人三重県理学療法士会） 



               オンライン研修             （田中、内田） 

26日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第5回研修会（オンライン参加可） 

               松阪市福祉会館          （青木、寺添、川西） 

 居宅介護部門担当者会議 

               オンライン会議            （藤井担当理事他） 

27日 令和2年度地域包括支援センター職員「課題別研修①」 

               オンライン研修                （青木） 

28日 第32回中勢認知症集談会クリニカルカンファレンスWebセミナー 

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

29日 第13回多職種勉強会（松阪市地域包括ケア推進会議主催） 

               オンライン研修         （青木、寺添、他2名） 

2月8日 令和2年度全国地域包括・在宅介護支援センター研修会 

               オンライン研修                （青木） 

13日 2020年度三重県介護支援専門員協会第5回研修会介護報酬改定とケアマネジメント 

               オンライン研修                （寺添） 

16日 令和2年度三重県介護支援専門員協会松阪支部第6回研修会（オンライン参加可） 

               松阪市嬉野社会福祉センター          （青木） 

2021年度介護報酬改定ポイント（WHILL株式会社） 

               オンライン研修                （青木） 

21日 ケアマネジャーを取り巻くAI,ICTの未来について(日本介護支援専門員協会) 

               オンライン会議                （青木） 

2月22日 令和2年度地域包括支援センター職員「課題別研修②」 

               オンライン研修             （殿本、野川） 

24日 令和2年度地域包括支援センター職員専門研修 

               オンライン研修             （殿本、野川） 

26日 居宅介護部門担当者会議 

               オンライン会議            （西井担当理事他） 

3月5日 令和2年度生活支援コーディネーター実践者研修・意見交換会 

               オンライン研修                （松尾） 

6日 2020年度三重県介護支援専門員協会第6回研修会居宅介護支援事業所管理者研修 

               オンライン研修                （寺添） 

16日 令和2年度地域包括ケア担当職員セミナー（一般財団法人長寿社会開発ｾﾝﾀｰ主催） 

               オンライン研修                （青木） 

17日 令和2年度地域後見サポート事業研修会「あなたの財産誰が管理するの？」 

               オンライン研修          （武藤、野川、北野） 

  令和2年度第2回松阪市地域包括ケア推進会議 

               松阪地区医師会館            （青木、横山） 

  第2回地域包括ケア推進会議（松阪市健康福祉部高齢者支援課） 

               オンライン会議             （青木、横山） 

18日 令和2年度第2回認知症疾患医療連携協議会 

               オンライン会議              （青木、辻） 

   令和2年度第2回認知症高齢者に対する保健・医療・福祉関係者研修会 



               オンライン研修                （武藤） 

23日 令和2年度三重県介護支援専門員協会松阪支部第7回研修会 

               松阪市嬉野社会福祉センター   （青木、寺添、他5名） 

27日 令和3年度介護報酬改定説明会（三重県介護支援専門員協会松阪支部主催） 

               オンライン研修         （青木、寺添、他7名） 

30日 居宅介護部門担当者会議 

               オンライン会議            （西井担当理事他） 

 

 

               

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 8名、臨床検査技師 10名、放射線技師 5名、看護師 26名、助手 3名、 

事務員 21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、看護師 1名、放射線技師 2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 

   【令和 2年度実績】    定期健康診断                      1,736人 

                 1日人間ドック                     306人 

                             1泊 2日人間ドック                  28人 

                               脳ドック                             5人                                     

    総受診者数                   2,075人     収入 33,193,196円 

 

（２）特定健康診査・後期高齢者健康診査 

    【令和 2年度実績】  国民健康保険加入者                 2,216人 

                全国健康保険協会保険加入者の配偶者         162人 

                医師国民健康保険組合員               256人 

                歯科医師国民健康保険組合員             218人 

                その他健保組合の組合員家族              13人             

     総受診者数                2,865人    収入 26,066,191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） 

    【令和 2年度実績】 松阪市                          62人 

               明和・多気町                      107人 

     総受診者数                  169人   収入   932,290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） 

     【令和 2年度実績】          胃がん検診              2,065人 

                        肺がん検診              2,661人 

                        大腸がん検診             3,559人 

                        前立腺がん検診             428人 

                        肝炎ウイルス検診             256人 

                        骨検診                  330人  

                        乳がん検診                350人 

                        子宮頸がん検診              126人      

総受診者数                9,675人     収入  50,539,924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） 

   【令和 2年度実績】 巡回健診及び施設内健診の実施     収入 258,266,551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） 

   【令和 2年度実績】  一般健診                      15,458人 

             付加健診                                        125人 

              子宮頸がん検診                       592人 

              乳がん検診                                571人 

              肝炎ウイルス検査                                  6人 

    受診者数                               16,752人    収入 216,693,125円 

 

（７）三重県医師国民健康保険加入者健診 

    【令和 2年度実績】   医師国保組合員{本人･配偶者}健診           104人 

                 医師国保組合員{職員･家族}健診             158人 

    受診者数                      239人    収入  2,734,000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。 

    【令和 2年度実績】  巡回健診受診者数                     1,241人 

                       当健診センター受診者数                  16人 

収入   5,813,749円 

（９）教職員健康診断 

    【令和 2年度実績】教職員健診数        1,735人     収入  16,458,989円 

 

○事業所健診 

     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㈱、けいりん、桑名三重信用金庫、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、ＪＡ松阪、㈱倉口建設、トライス㈱、三重電子㈱ 

㈱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、熊野古道商工会等 

                                            計 約 2,000事業所・団体 

 

 

収益目的事業２ 

 医師会館賃貸等事業＜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。 

     【令和 2年度実績】  

松阪地域産業保健センター分賃貸料          収入   435,600円  

中部電力電柱敷地使用料               収入   6,000円 

     松阪市分賃貸料（松阪地域在宅医療・介護連携拠点）  収入 1,816,320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：医師会館 大会議室 

    日時：令和 3年 1月 19日（火）19時 30分 

       対象者：谷本 修二  先生（伊勢志摩腎クリニック 松阪分院） 

          ：山中  学   先生（やまなか脳神経クリニック） 

          ：志田 幸太  先生（桜木記念病院） 

             

（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   ：鮎友釣り大会は中止となった。 

・テニス大会    ：テニス大会は中止となった。 

・ゴルフ大会［春季］：春季ゴルフ大会は中止となった。 

・ゴルフ大会［秋季］：秋季ゴルフ大会は中止となった。 

・ボウリング大会  ：ボウリング大会は中止となった。  

・忘年会      ：忘年会は中止となった。 

・囲碁大会     ：囲碁大会は中止となった。 

・マージャン大会  ：マージャン大会は中止となった。  



・老齢会員への記念品料贈呈 ：令和2年 9月21日（月・祝）         該当者：２４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〔令和２年度担当：志摩医師会〕 

          ・令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止となった。 

 

（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 

○看護専門学校検討委員会の設置 

 松阪看護専門学校検討委員会 

 日時 令和３年３月３１日（水）19時 30分から 

 場所 松阪地区医師会２階大会議室 

議題 １）松阪看護専門学校の今後の方針について 

２）松阪看護専門学校新築工事計画図について 

  ３）松阪看護専門学校建設積立預金規程・看護専門学校建設積立資産の設定について 

  ４）その他 

 ＊松阪看護専門学校の今後の方針について協議した。 

 

 

 

法人事業関係報告 

（１）総会の開催について 

第１９３回定例会員総会    令和２年６月１８日（木） 

      ・令和元年度松阪地区医師会第２次及び３次補正予算について報告された。 

・令和元年度松阪地区医師会事業報告について報告された。 

     ・令和元年度松阪地区医師会決算について承認可決された。 

     ・令和３年度松阪地医師会会費、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。 

・公益社団法人 松阪地区医師会の役員選任に関する件 

 



第１９４回臨時会員総会  令和３年３月１８日（木） 

     ・令和２年度松阪地区医師会第１次補正予算について報告された。 

     ・令和３年度松阪地区医師会事業計画について報告された。 

     ・令和３年度松阪地区医師会予算について報告された。 

     ・令和３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。 

      

（２）全員協議会の開催について  

   ・令和２年度は開催されなかった。 

 

(３) 定期監査の開催について   

       令和元年度定期監査   令和２年５月２１日（木） 

         ・令和元年度松阪地区医師会事業報告・令和元年度松阪地区医師会決算についての 

監査を行った。 

 

     令和２年度第１期（４月～７月）定期監査  令和２年９月１７日（木）（WEB併用） 

    ・令和２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。 

          ・令和２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 

報告について監査を行った。 

          ・令和２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 

について監査を行った。 

          ・令和２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について 

監査を行った。 

         ・令和２年度第１期（４月～７月）公益社団法人松阪地区医師会現預金管理表・ 

特定資産管理表の監査及び収入支出証拠書類綴の監査について 

 

      令和２年度第２期（８月～１１月）定期監査 令和３年２月４日（木）（WEB併用） 

          ・令和２年度第２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。 

          ・令和２年度第２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 

会務報告について監査を行った。 

          ・令和２年度第２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に 

ついて監査を行った。 

          ・令和２年度第２期（８月～１１月）公益社団法人松阪地区医師会公益事業報告に 

ついて監査を行った。 

         ・令和２年度第２期（８月～１１月）公益社団法人松阪地区医師会現預金管理表・ 
特定資産管理表の監査及び収入支出証拠書類綴の監査について 

      

（４）予算査定の開催について 

      令和３年２月１８日（木）（WEB併用） 

       ・令和３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。 

       ・令和３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 

         令和２年度における本会理事会は下記のとおり２５回開催し、会務並びに重要事項 

について協議を行った。感染症対策の為６月３日よりWEB併用で開催した。（協議事項のみ記載） 

         ○４月８日(水)  

      ・令和２年度地域医療懇談会の開催中止について 
・松阪地区医師会管内医療機関における多気郡３町実施の糖尿病重症化予防事業について 
・令和２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について 
・松阪地区医師会会員 退会記念品料の贈呈について 
・地域難病相談会の相談医師派遣について（依頼） 
・臨床検査センター正職員の退職について 
・居宅介護支援事業所職員の降格について 
・松阪市地域密着型サービス運営委員会委員の推薦について(依頼) 

         ○４月２２日(水)  

        ・ＷＥＢ会議システム「ＺＯＯＭ」の定例理事会等会議等での採用について 
        ・大淀祇園祭（8月 1日開催）への救急医療体制ご支援について（依頼） 

        ・公益社団法人松阪地区医師会 在宅勤務規程の制定について 
        ・公益社団法人松阪地区医師会 就業規則及び各所属部所特別職員・パートタイマー職員就業規則の一部改正について 
        ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金に係る特別有給休暇の取得について 
        ・稟議書の提出について 
      ・新型コロナウイルス感染症対策について 

・「帰国者・接触者外来の増加及び対応能力向上策について」及び、「行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市医師会等への運営委託等について」 
        ・新型コロナウイルス感染症対策チームの設置について 

・新型コロナウイルス感染症に対する対応について 
・令和２年度地域住民向け在宅医療普及啓発事業の見積書について（依頼） 
・生活保護受給者における指定医療機関の受診手続きの変更について 
・令和２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 
・日本医師会最高優功賞候補者の推薦について 

         ○５月１３日(水)  

        ・令和元年度松阪地区医師会第３次補正予算の会長専決について 
        ・新型コロナウイルス感染症対策委員会の設置について 

・感染症対策物品の購入について 
        ・令和２年度多気郡教育支援委員会委員(判定委員)の推薦について 
        ・令和２年度松阪市老人福祉センター松寿園運営委員の就任について(依頼) 
        ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金に係る特別有給休暇の取得についての臨時規則の一部訂正について 
        ・松阪地区医師会職員の永年勤続表彰について 
        ・大台町健康づくり推進協議会委員の推薦について(依頼) 
        ・三重県医師会次期役員等の選任・選定並びに日本医師会次期代議員及び同予備代議員の選出について 

         ○５月２７日(水)  

        ・児童扶養手当障害認定医の推薦について（依頼） 

        ・松阪市いじめ調査委員会委員の推薦について（依頼） 
        ・松阪市政推進会議委員の選出について（依頼） 
        ・「第１回松阪呼吸器研究会」(６月１０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 
        ・令和２年度 教育功労者表彰候補者の推薦について 

     ○６月３日（水） 

         ・令和元年度松阪地区医師会事業報告(案)・令和元年度松阪地区医師会決算(案)について  
        ・令和３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  
        ・第１９３回定例会員総会（６月１８日開催）の提案事項（案）について 

・松阪地区医師会職員の夏季休暇の取得と医師会事業部所のお盆（8月 14日～16 日）を含む期間の休業について  
        ・松阪市総合計画審議会委員の推薦について 
        ・松阪地区地域職域・連携推進懇話会への委員委嘱について（依頼） 



        ・大台町地域包括ケア推進協議会委員の推薦について（お願い） 
        ・禁煙外来における CO測定に関する要望事項について 

      ○６月１８日（木） 

        ・会長（代表理事）及び副会長（業務執行理事）の選定について 

      ○６月２４日（水） 

        ・松阪地域の新型コロナウイルス感染症対策について 
        ・松阪市ＰＣＲ検査センター開設に伴う医師派遣について（お願い） 
        ・松阪地区医師会役員の退職慰労金(平成 30 年 6 月 21 日～令和 2 年 6 月 18 日)の支給について 
        ・松阪地区医師会会務分担表＜任期：令和 2 年 6 月 18 日定例会員総会終結時から令和 4 年 6 月定例会員総会終結時まで＞（案）について 
        ・松阪地区医師会各種委員会＜任期：令和 2 年 6 月 18 日定例会員総会終結時から令和 4 年 6 月定例会員総会終結時まで＞の編成に係る委員について(依頼) 
         ・松阪地区医師会参与＜任期：令和 2 年 6 月 18 日定例会員総会終結時から令和 4 年 6 月定例会員総会終結時まで＞の委嘱について 

        ・令和２年度役員歓送迎会の開催中止について 

        ・令和２年度 第７回松阪地区医師会健康まつりの開催中止について 
        ・松阪市民病院主催「地域連携臨床懇話会」(6 月 26 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 
        ・松阪市民病院主催「地域連携臨床懇話会」(7 月 17 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 

        ・第９回「日本医師会赤ひげ大賞」候補者の推薦について 
        ・令和２年度公衆衛生事業功労者日本公衆衛生協会会長表彰被表彰候補者の推薦について  

○７月８日（水） 

        ・松阪地区医師会各種委員会＜任期：令和 2 年 6 月 18 日定例会員総会終結時から令和 4 年 6 月定例会員総会終結時まで＞の編成に係る委員（案）について 
        ・稟議書の提出について 
        ・「Ｗｅｂ講演会」(7 月 30 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ＰＣＲ検査センターに係る覚書の締結について 
        ・令和２年度救急医療功労者厚生労働大臣表彰被表彰候補者の推薦について 

     ○７月２２日（水） 

        ・松阪市認知症高齢者等個人賠償責任保険のチラシの送付について（依頼） 
        ・令和２年度高齢者インフルエンザワクチン（定期Ｂ類）接種事業における応需医療機関の取り纏めおよび実施要領等の配布について(依頼)  
        ・令和２年度 松阪市ＰＣＲ検査センターの出務医師並びに出務割当について 

        ・令和２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) 
        ・「松阪呼吸器オンライン講演会」(8 月 27 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 

        ・令和３年度松阪地区医師会臨床懇話会の開催日程（案）について 

        ・学術生涯教育に係るＷｅｂ講演会のアンケートについて 
        ・三重県医師会各種委員会委員の推薦方について(依頼) 
     ○８月１２日（水） 
        ・「第２０回南勢神経フォーラム」(9月 18日開催)への共催依頼について 
        ・令和２年度 乳・子宮頸がん検診事業における松阪地区医師会会員の医療機関での受診について(依頼) 
        ・令和２年度看護関係者の知事表彰被表彰候補者の推薦について 

        ・令和２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 

     ○８月２６日（水） 

        ・令和２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 

        ・ＷＥＢ講演会についてのアンケート纏めについて 
        ・「心不全患者のトータルマネジメント Webセミナー」(9月 15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 
        ・「Pain Live Symposium in mie」(９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共催依頼について 
        ・在宅医療・介護連携推進のための関係者研修会への講師依頼について 
        ・公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター令和２年度分会費納入のご案内について 
        ・令和２年度松阪市インフルエンザワクチン接種費用臨時助成事業の実施にかかる応需医療機関の取り纏めについて（依頼）  
        ・令和２年度 眼科専門医の変更について 
        ・集合契約後の各医療機関でのコロナ診療検査体制について 
        ・令和２年度 救急医療功労者知事表彰被表彰候補者の推薦について 
      



○９月９日（水） 
        ・「第２回松阪呼吸器研究会」(10 月 14 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共催「第１１１回心臓病講演会」(10 月 22 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 
        ・「NEXT Web Seminar」(10 月 23 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 

        ・予防接種についての契約書（令和２年４月１日締結）の一部を変更する契約書の締結について 
        ・松阪市及び多気郡３町実施の令和２年度インフルエンザ定期予防接種（Ｂ類）についての委託契約の締結について（依頼）  
        ・松阪市実施のインフルエンザワクチン接種費用臨時助成金事業に関する代理受領委任契約書の締結について（依頼） 
        ・多気町・大台町実施のインフルエンザワクチン接種費用臨時助成金事業に関する代理受領委任契約書の締結について（依頼） 
        ・公益社団法人 松阪地区医師会 災害医療救護活動要綱（医療救護班表）の改定（案）について 
        ・地域難病相談会の相談医師派遣について（依頼） 
        ・がん検診精度管理調査について（お願い） 
        ・集合契約後の各医療機関でのコロナ診療検査体制について（継続事項） 

     ○９月２３日（水） 

        ・多気郡地域児童発達総合支援センター開所に伴う嘱託医の推薦について（依頼） 
        ・地域難病相談会の相談医師派遣について（依頼） 
        ・松阪市休日夜間応急診療所での診療推奨案の一部改訂（令和２年９月２３日現在）について  

        ・「奥伊勢学術講演会」(10 月 15 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 
        ・済生会松阪総合病院共催「第１２８回 医療連携講演会」(10 月 22 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 
        ・済生会松阪総合病院共催「第１２９回 医療連携講演会」(11 月 5 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 

     ○１０月１４日（水） 

        ・「Mie Circulation Conference2020」(10月 27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 
        ・済生会松阪総合病院共催「第１３０回医療連携講演会」(11 月 12 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共催「第１１３回三重心臓病講演会」(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 
        ・「Medical Conference」(11 月 6 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 
        ・令和２年度松阪地区医師会臨床懇話会について 
        ・第２６回 EKIDEN for LIFE(生命の駅伝)への後援名義の使用申請及び協賛依頼について 
        ・令和２年度会員忘年会の開催中止について 
        ・令和３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) 
        ・稟議書の提出について 
        ・日母おぎゃー献金 協力のお願いについて 
        ・松阪地区医師会職員への新型コロナウイルス感染症の勉強会の開催について 
        ・松阪市防災会議委員及び松阪市国民保護協議会委員の選任について（依頼） 
        ・稟議書の提出について 

     ○１０月２８日（水） 

        ・「呼吸困難を診る～心不全・喘息治療のパラダイムシフト～」(12 月 21 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 

        ・「第３回松阪呼吸器研究会」(12 月 2 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  

        ・令和２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 
        ・令和２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) 
        ・稟議書の提出について 
        ・松阪看護専門学校正職員の退職について 

     ○１１月１１日（水） 

        ・松阪地区医師会令和３年度の会計予算編成及び令和２年度補正予算日程表（案）について 

        ・令和３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） 

        ・令和３年度地域医療懇談会の開催可否について 
        ・松阪地域のインフルエンザとの同時流行をふまえた新型コロナの外来診療・検査体制について 
        ・松阪地区医師会よりの周知文書の送付方法の変更について（お願い） 
        ・令和３・４年度松阪市スポーツ推進委員の推薦について（依頼） 
        ・令和２年度「松阪市教育功労者表彰候補」の推薦について（依頼） 
        ・「循環器病Ｗｅｂセミナー～「地域」×「多職種」で輪をつなぐ～」(12 月 1 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  
        ・「インフルエンザ診療フォーラム in 松阪」(12 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共催依頼について 



        ・「松阪地区医師会リモート講演会」(2 月 4 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  

○１１月２５日（水） 

        ・松阪市 令和３年度幼稚園・小学校・中学校の学校医並びに保育園嘱託医及び眼科・耳鼻咽喉科専門医の推薦について 

        ・明和町 令和３年度小学校・中学校の学校医並びに幼稚園・保育所・こども園の嘱託医及び眼科･耳鼻咽喉科専門医の推薦について 
        ・多気町 令和３年度小学校・中学校の学校医並びに保育園・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 令和３年度小学校・中学校の学校医並びに保育園・こども園嘱託医及び眼科･ 耳鼻咽喉科専門医の推薦について 
        ・学校法人梅村学園２０２１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 
        ・まつさか幼稚園令和３年度園医の派遣依頼について 
        ・松阪乳幼稚園令和３年度園医の推薦依頼について 
        ・「リレー・フォー・ライフ・ジャパン三重」御後援のお願いについて 
        ・稟議書の提出について 
        ・「心房細動トータルケアｗｅｂセミナー」(12 月 14 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 
        ・「糖尿病セミナー in Matsusaka」(12 月 17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 
        ・松阪市教育委員会のインフルエンザ流行期における発熱者の対応（案）について 

     ○１２月９日（水） 

        ・令和３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  
        ・済生会松阪総合病院共催「第１３１回医療連携講演会」(令和 3年 1月 14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 
        ・「学術講演会」(令和 3年 1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 
        ・「Mie P-cab web seminar」（令和 3 年 1 月 20 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 
        ・松阪地区三師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）連携の糖尿病・歯周病患者相互紹介事業参加申出について 
        ・多気郡３町との保健・医療・福祉事業協力金に係る算定の考え方について及び地域医療連携に係る業務委託契約に関する覚書の締結について 
        ・松阪市地域包括ケア推進会議主催 第１３回多職種勉強会への講師派遣について（依頼） 
        ・松阪市休日夜間応急診療所副管理者の交代について 
        ・新型コロナウイルスＰＣＲ検査検体依頼について 
        ・発熱患者に対する年末年始の対応について（三重県医師会からのアンケート） 
        ・インフルエンザ確定例（抗原検査キットを用いた）のご報告のお願い 

     ○１２月２３日（水） 

        ・令和３年度松阪地区医師会事業計画(案)及び事業計画(案)に係る本部事務局の事業費予算（案）について 

        ・令和３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 

        ・令和３年度松阪市ＰＣＲ検査センターへの医師派遣について（ご依頼） 
        ・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） 
        ・公益社団法人松阪地区医師会 労働時間管理に関する内規の改定について 
        ・臨床検査センター部所からの稟議書の提出について 
        ・健診センター部所からの稟議書の提出について 

     ○１月１３日（水） 

        ・本部事務局からの稟議書の提出について 
        ・松阪地区管内令和３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 
        ・「高血圧Ｗｅｂ Ｓｅｍｉｎａｒ in 三重」（2月 1日開催）への共催名義の使用申請について 
        ・済生会松阪総合病院共催「第１３２回医療連携ＷＥＢ講演会」(2月 5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 

        ・「第４回松阪呼吸器研究会」(2 月 17 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  

        ・「松阪循環器疾患連携の会」(2 月 18 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  

        ・令和２年度松阪地区医師会臨床懇話会について 

        ・令和３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 

     ○１月２７日（水） 

        ・令和２年度松阪地区医師会収支補正予算(案)について 
        ・松阪中央総合病院主催「市民公開講座」(3 月 6 日開催)への後援名義の使用申請について 
        ・令和３年度 松阪市ＰＣＲ検査センターの出務医師並びに出務割当について 
        ・令和３年度予防接種事業における応需医療機関の取り纏めおよび実施要領等の配布について（依頼） 
        ・松阪地区医師会会務分担表の一部変更について 



        ・松阪地区医師会各種委員会委員名簿の変更について 

        ・令和３年度度会町立長原保育所嘱託医の推薦について(依頼) 

        ・社会保険診療報酬請求書審査委員会委員の推薦について 

        ・公益社団法人松阪地区医師会 育児・介護休業等に関する規則の改正について 
        ・稟議書の提出について 
        ・三重ハートセンター共催「第１１４回三重心臓病講演会」(3月 11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  
        ・令和３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 

○２月１０日（水） 

        ・令和３年度地域医療懇談会の提出議題(案)について 
        ・新型コロナウイルスワクチン集団接種における医師出務協力について（ご依頼） 
        ・新型コロナウイルスワクチン集団接種における看護師出務協力について（ご依頼） 
        ・住民への新型コロナウイルスワクチン個別接種実施についての事前調査について（依頼） 

        ・令和２年度 中川小学校 学校医適任者の変更について 

        ・地域災害医療コーディネーターの推薦について（依頼） 
        ・「高血圧Ｗｅｂセミナー」(3 月 8 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 

        ・稟議書の提出について 
        ・令和３年度「警察医」の推薦について 
       ・次期国保審査委員会委員の件について 

        ・第７３回 「保健文化賞」候補者の推薦について 

     ○２月２４日（水） 

        ・令和３年度 松阪市関係の各種委託契約の締結について 
        ・令和３年度地域医療懇談会の提出議題(案)について 
        ・令和３年度松阪市中学生ピロリ菌検査並びに除菌治療費助成金交付事業の実施に係る応需医療機関の取り纏めについて（依頼） 
        ・松阪地区医師会管内１市３町実施の糖尿病性腎症重症化予防事業に係る事業参加医療機関の取り纏めついて（ご依頼）  
        ・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  
        ・令和３年度松阪市教育支援委員会委員について（依頼） 
        ・障害児通所支援多機能型事業所 松阪市子ども発達総合支援センター協力医療機関（児童精神科系）の推薦について（依頼） 

        ・障害児通所支援多機能型事業所 松阪市子ども発達総合支援センター嘱託医の推薦について（依頼） 
        ・令和２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について 
        ・令和３年度「横断歩道は歩行者優先！無事故・無違反チャレンジ 123」へのご協賛について(依頼) 
        ・松阪地域在宅医療・介護連携拠点建物等賃貸借契約書（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） 
        ・稟議書の提出について 
        ・新型コロナウイルスワクチン集団接種における医師会職員の出務協力について 
        ・公益社団法人 松阪地区医師会 ハラスメント防止規程相談窓口担当者の変更について 

     ○３月３日（水） 

         ・令和２年度松阪地区医師会第１次補正予算（案）・令和３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１９４回臨時会員総会提案事項(案)について 

        ・令和３年度松阪地区医師会定例理事会の開催日程(案)について 

        ・令和２年度松阪地区医師会会計決算及び令和３年度第１期・第２期定期監査関係日程（案）について 
        ・令和３年度地域医療懇談会の提出議題(案)について 

        ・令和３年度松阪市教育支援委員会委員について（依頼） 
        ・定年再雇用者等の令和３年度継続雇用について 
        ・本部事務局職員の昇格について 
        ・健診センター及び臨床検査センター職員の昇格について 

        ・訪問看護ステーション職員の昇格について 

        ・健診センター職員の所属部所異動について 
        ・松阪看護専門学校正職員(専任教員)の登用について 
        ・「松阪地区学術講演会」(3 月 23 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 
        ・令和３年度つくし第二保育園嘱託医適任者の変更について 
        ・令和３年度一般財団法人三重県学校保健会専門委員の推薦について（依頼） 



        ・大台町予防接種健康被害調査委員会委員の推薦について 
        ・新型コロナウイルスワクチン巡回接種における医師派遣の協力依頼について 
        ・新型コロナウイルスワクチン集団接種における医師会職員（看護師）執務の協力依頼について 
        ・令和３年度の検査料金割戻しについて 

        ・松阪地区医師会職員への慰労金支給について 

     ○３月２４日（水） 

        ・令和２年度 松阪地区医師会収支
．．

第２次補正予算(案)について 

        ・令和２年度松阪地区医師会第２次補正予算（案）について 

        ・令和３年度多気郡３町（明和町、多気町、大台町）関係の各種委託契約の締結について  
        ・済生会松阪総合病院共催「第１３３回医療連携講演会」(4月 22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  
        ・「インターベンショナリストのための心不全診療を考える会～慢性心不全の新たな選択肢ＡＲＮＩ～」(4 月 1 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 
        ・「ＣＯＶＩＤ-１９感染対策セミナー」(4月 15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 
        ・「第２１回南勢神経フォーラム」(4 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共催依頼について 
        ・「松阪循環器病セミナー」(4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共催依頼について 

        ・「第３回松阪呼吸器研究会」(4 月 21 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  

        ・令和３年度地域医療懇談会の提出議題(案)について 
        ・令和３年度松阪市新型コロナウイルスワクチン集団接種会場への医師出務（令和３年５月～７月分）割当日程表について 
        ・明和町予防接種健康被害調査委員会委員の推薦について 
        ・新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせについて 
        ・令和３年度多気郡学校保健会の理事の推薦について（依頼） 
        ・松阪市子ども・子育て会議委員の推薦について（依頼） 
        ・令和３年度 生活保護法による嘱託医の推薦のお願い（依頼） 
        ・第８回やぶ医者大賞の候補者の募集（推薦）について 
        ・本部事務局からの稟議書の提出について 
        ・令和３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) 

 

 (６) 会長会務報告 

〇４月 

日 曜 行 事 名 

1 水 松阪地区医師会職員辞令交付式出席（松阪地区医師会館） 

8 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

15 水 
第 1回松阪地区医師会衛生委員会出席（松阪地区医師会館） 

第 1回松阪地区医師会所属長・管理職会議（松阪地区医師会館） 

17 金 
新型コロナウイルス感染症患者の受入れ体制に係る調整会議出席（三重県松阪庁舎） 

松阪地区三病院等感染症連絡会議出席（三重県松阪庁舎） 

22 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

28 火 第１回居宅介護部門担当者会議出席（松阪地区医師会館） 

〇５月 

日 曜 行 事 名 

7 木 第 1回新型コロナウイルス感染症対策委員会出席（松阪地区医師会館） 

13 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

19 火 第１回地域包括ケア推進会議運営幹事会出席（松阪地区医師会館）  

20 水 
第 2回松阪地区医師会衛生委員会出席（松阪地区医師会館） 

第 2回松阪地区医師会所属長・管理職会議出席（松阪地区医師会館） 

21 木 令和元年度会計定期監査出席（松阪地区医師会館） 



25 月 第 2回検診･医療部門理事担当者会議出席（WEB開催） 

26 火 第 2回居宅介護部門担当者会議出席（WEB開催） 

27 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

30 土 第 1回郡市医師会長会議出席（三重県医師会館） 

〇６月 

日 曜 行 事 名 

1 月 松阪地区医師会職員永年勤続表彰出席（松阪地区医師会館） 

3 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

4 木 

地域外来・検査センター(PCR外来)調整会議 出席（三重県松阪庁舎） 

第 2 回新型コロナウイルス感染症患者の受入体制に係る調整会議 出席（三重県松阪

庁舎） 

11 木 
松阪地区三師会から松阪市（新型コロナ対策）への寄附金贈呈式出席（松阪市役所） 

第 1回松阪地域定住自立圏共生ビジョン懇談会出席（松阪市役所） 

15 月 第 2回新型コロナウイルス感染症対策委員会出席（松阪看護専門学校） 

16 火 第 2回地域包括ケア推進会議運営幹事会出席（松阪地区医師会館） 

17 水 
第 3回松阪地区医師会衛生委員会出席（WEB開催） 

第 3回松阪地区医師会所属長・管理職会議出席（WEB開催） 

18 木 

松阪ライオンズクラブ寄贈感染症対策物品贈呈式出席（松阪地区医師会館） 

松阪地区医師会第 193回定例会員総会出席（松阪地区医師会館） 

松阪地区医師会臨時理事会出席（松阪地区医師会館） 

21 日 第 5回松阪市超高齢社会対策委員会出席（松阪市役所） 

23 火 第 3回居宅介護部門担当者会議出席（松阪地区医師会館） 

24 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

29 月 第 3回検診・医療部門理事担当者会議出席（WEB開催） 

〇７月 

日 曜 行 事 名 

6 月 松阪市 PCR検査センターに関する説明会出席（松阪地区医師会館） 

8 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

9 木 

令和 2年度松阪地区地域・職域連携推進懇話会出席（三重県松阪庁舎） 

新型コロナウイルス感染症対策の第二次補正予算に関する説明会出席（三重県医師

会館） 

新型コロナウイルス感染症対策研修会出席（農業屋コミュニティ文化センター） 

15 水 
第 4回松阪地区医師会衛生委員会出席（WEB開催） 

第 4回松阪地区医師会所属長・管理職会議出席（WEB開催） 

18 土 第 2回郡市医師会長会議出席（三重県医師会館） 

20 月 第１回生涯教育委員会出席（松阪地区医師会館） 

22 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

27 月 第 4回検診・医療部門理事担当者会議出席（WEB開催） 

29 水 第 4回居宅介護部門担当者会議出席（WEB開催） 

 



 

〇８月 

日 曜 行 事 名 

6 木 第 1回松阪市国民健康保険運営協議会出席（松阪市役所） 

9 日 松阪市超高齢社会対策検討委員会パネルディスカッション出席（松阪公民館） 

11 火 松阪市 PCRセンターに関する会議出席（松阪地区医師会館） 

12 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

17 月 第 3回地域包括ケア推進会議運営幹事会出席（WEB開催） 

19 水 

松阪地区医師会部所職場巡視（本部事務局、居宅介護部門） 

第 5回松阪地区医師会衛生委員会出席（WEB開催） 

第 5回松阪地区医師会所属長･管理職会議出席（WEB開催） 

25 火 第 5回居宅介護部門担当者会議出席（WEB開催） 

26 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

30 日 第 6回松阪市超高齢社会対策検討委員会出席（松阪市産業振興センター）   

31 月 第 5回 検診･医療部門理事担当者会議出席（WEB開催） 

〇９月 

日 曜 行 事 名 

9 水 
松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

社会保険医療担当者の新規個別指導立会い（三重県津庁舎） 

16 水 

松阪地区医師会部所職場巡視（松阪看護専門学校） 

第 6回松阪地区医師会衛生委員会出席（WEB開催） 

第 6回松阪地区医師会所属長・管理職会議出席（WEB開催） 

17 木 令和 2年度第 1期定期監査出席（松阪地区医師会館） 

23 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

26 土 第 3回郡市医師会長会議出席（三重県医師会館） 

28 月 第 6回検診･医療部門理事担当者会議出席（WEB開催） 

29 火 第 6回居宅介護部門担当者会議出席（WEB開催） 

〇10月 

日 曜 行 事 名 

2 金 第１回松阪地区医師会臨床検査標準化委員会出席（松阪地区医師会館） 

6 火 第 4回地域包括ケア推進会議運営幹事会出席（松阪地区医師会館） 

7 水 地域外来･検査センターの運営にかかる意見交換会出席（三重県津庁舎） 

8 木 第 2回松阪地域定住自立圏共生ビジョン懇談会出席（松阪市役所） 

9 金 新型コロナウイルス検査検体搬送に関する説明会出席（松阪地区医師会館） 

13 火 第 1回松阪市地域包括ケア推進会議出席（松阪地区医師会館） 

14 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

16 金 松阪市超高齢社会対策検討委員会から市への提言提出出席（松阪市役所） 

21 水 第 7回松阪地区医師会衛生委員会出席（WEB開催） 



第 7回松阪地区医師会所属長・管理職会議出席（WEB開催） 

26 月 
第 7回検診･医療部門理事担当者会議出席（WEB開催） 
松阪市健康づくり推進協議会出席（松阪市健康センター） 

27 火 第 7回居宅介護部門担当者会議出席（WEB開催） 

28 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

29 木 
令和 2年度松阪地域産業保健センター運営協議会出席（松阪地区医師会館） 

第 2回松阪地域感染症危機管理ネットワーク会議出席（三重県松阪庁舎） 

〇11月 

日 曜 行 事 名 

4 水 第 1回経理管財検討会出席（松阪地区医師会館） 

5 木 第 2回松阪地域災害医療対策協議会および研修会出席（三重県松阪庁舎） 

6 金 第１回松阪市認知症初期集中支援チーム検討委員会出席（松阪市役所） 

11 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

12 木 新型コロナウイルス感染症に関する勉強会出席（松阪地区医師会館） 

13 金 第 5回地域包括ケア推進会議運営幹事会出席（松阪地区医師会館） 

18 水 

第 8回松阪地区医師会衛生委員会出席（WEB開催） 
第 8回松阪地区医師会所属長・管理職会議出席（WEB開催） 

第１回松阪地域在宅医療・介護連携拠点運営委員会出席（松阪地区医師会館） 

19 木 第 1回松阪市安全・安心施策推進協議会出席（松阪市産業振興センター） 

24 火 第 8回居宅介護部門担当者会議出席（WEB開催） 

25 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

28 土 第 4回郡市医師会長会議出席（三重県医師会館） 

29 日 地域難病相談会相談医執務（三重県松阪庁舎） 

〇12月                

日 曜 行 事 名 

2 水 第 2回松阪地区三師会連絡協議会出席（松阪地区薬剤師会会議室） 

7 月 第 3回新型コロナウイルス感染症対策委員会出席（松阪地区医師会館） 

9 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

14 月 第 2回松阪市勤労者サービスセンター臨時理事会出席（松阪勤労者総合福祉センター） 

15 火 
新型コロナウイルス感染症患者の診療体制に係る調整会議（松阪構想区域）出席 
（WEB開催） 

16 水 

第 9回松阪地区医師会衛生委員会出席（WEB開催） 
令和 2年度三病院連絡会出席（松阪市健康センター） 
第 1回松阪地区新型コロナウイルスワクチン接種事業連絡会議出席（松阪市健康セン
ター） 

21 月 
第 2回高齢者施設の救急搬送についての打ち合わせ会出席（松阪地区医師会館） 

第 9回検診･医療部門理事担当者会議出席（WEB開催） 

23 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

24 木 
第 2回松阪地区新型コロナウイルスワクチン接種事業連絡協議会出席（松阪市健康セ
ンター） 

25 金 第 9回居宅介護部門理事担当者会議出席（WEB開催） 



〇令和３年１月   

日 曜 行 事 名 

12 火 第4回新型コロナウイルス感染症対策委員会出席（松阪地区医師会館） 

13 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

15 金 
新型コロナウイルスワクチン接種体制構築に係る調整会議(松阪地域)出席（三重県松 

阪庁舎） 

19 火 ガイダンス出席（松阪地区医師会館） 

20 水 

第 10回松阪地区医師会衛生委員会出席（WEB開催） 

第 10回松阪地区医師会所属長・管理職会議出席（WEB開催） 

第 2回経理管財検討会出席（松阪地区医師会館） 

21 木 第 6回地域包括ケア推進会議運営幹事会出席（松阪地区医師会館） 

23 土 第 5回郡市医師会長会議出席（三重県医師会館） 

25 月 第 10回検診･医療部門理事担当者会議出席（WEB開催） 

26 火 第 10回居宅介護部門担当者会議出席（WEB開催） 

27 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

28 木 感染症対策物品の受贈式出席（松阪地区医師会館） 

29 金 松阪市地域包括ケア推進会議主催第 13回多職種勉強会出席（WEB開催） 

〇２月 

日 曜 行 事 名 

2 火 
新型コロナウイルスワクチン接種に係る松阪地区三師会連絡協議会出席（松阪地区医
師会館） 

4 木 令和 2年度第 2期定期監査出席（松阪地区医師会館） 

5 金 
第 2回新型コロナウイルスワクチン接種体制構築に係る調整会議（松阪地域）出席（三
重県松阪庁舎） 

8 月 第 5回新型コロナウイルス感染症対策委員会出席（松阪地区医師会館） 

10 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

12 金 高齢者施設の救急搬送についての会議出席（松阪地区医師会館） 

15 月 新型コロナウイルスワクチン接種体制に関する説明会出席（松阪地区医師会館） 

16 火 令和 2年度胃がん撲滅委員会出席（松阪地区医師会館） 

17 水 
第 11回松阪地区医師会衛生委員会出席（WEB開催） 

第 11回松阪地区医師会所属長・管理職会議出席（WEB開催） 

18 木 令和 3年度予算査定出席（松阪地区医師会館） 

19 金 第2回郡市医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会出席(三重県医師会館) 

22 月 
第 3回松阪市地域包括支援センター運営協議会出席（松阪市民活動センター） 
第 11回検診･医療部門理事担当者会議出席（WEB開催） 

24 水 

防災用品･災害用備蓄品配備事業にかかる目録贈呈式出席（松阪市役所） 

介護認定審査会代表者会議出席（松阪市福祉会館） 

松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

25 木 
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） 

26 金 第 11回居宅介護部門担当者会議出席（WEB開催） 



〇３月 

日 曜 行 事 名 

1 月 第 7回地域包括ケア推進会議運営幹事会出席（松阪地区医師会館） 

3 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

4 木 第 19回松阪看護専門学校校卒業式出席（松阪看護専門学校） 

6 土 第 6回郡市医師会長会議出席（三重県医師会館） 

12 金 第 6回新型コロナウイルス感染症対策委員会出席（松阪地区医師会館） 

16 火 
第 3回松阪地区新型コロナウイルスワクチン接種事業連絡協議会出席（松阪市健康セ
ンター） 

17 水 

第 11回松阪地区医師会衛生委員会出席（WEB開催） 

第 11回松阪地区医師会所属長・管理職会議（WEB開催） 

第 2回松阪市地域包括ケア推進会議出席（松阪地区医師会館） 

18 木 
松阪地区医師会第194回臨時会員総会出席（松阪地区医師会館） 

三重県医師国保組合第 151回通常組合会出席（三重県医師会館） 

24 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

26 金 松阪市地域密着型サービス運営委員会出席（松阪市福祉会館） 

29 月 第 11回検診･医療部門理事担当者会議出席（WEB開催） 

30 火 第 11回居宅介護部門担当者会議出席（WEB開催） 

31 水 第 1回松阪看護専門学校検討委員会出席（松阪地区医師会館） 

 

(７)副会長会務報告 

〇４月 

日 曜 行 事 名 

1 水 松阪地区医師会職員辞令交付式 平岡･齋藤各副会長出席（松阪地区医師会館） 

8 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

15 水 第１回松阪看護専門学校運営会議 平岡･齋藤各副会長出席（松阪看護専門学校） 

17 金 

新型コロナウイルス感染症患者の受入れ体制に係る調整会議 平岡副会長出席 

(三重県松阪庁舎)   

松阪地区三病院等感染症連絡会議 平岡副会長出席（三重県松阪庁舎） 

22 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

〇５月 

日 曜 行 事 名 

7 木 

第 1 回新型コロナウイルス感染症対策委員会 平岡･冨田各副会長出席（松阪地区医師

会館） 

松阪看護専門学校臨時運営会議 平岡･齋藤各副会長出席（松阪看護専門学校） 

13 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

19 火 第 1回地域包括ケア推進会議運営幹事会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

21 木 令和元年度会計定期監査 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

25 月 第 2回検診・医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

26 火 第 2回居宅介護部門担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 



27 水 松阪地区医師会定例理事会 齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

〇６月   

日 曜 行 事 名 

1 月 松阪地区医師会職員永年勤続表彰 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

3 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

4 木 

地域外来・検査センター(PCR外来)調整会議 平岡副会長出席（三重県松阪庁舎） 

第 2回新型コロナウイルス感染症患者の受入体制に係る調整会議 平岡副会長出席

（三重県松阪庁舎） 

10 水 第 3回松阪看護専門学校運営会議 平岡･齋藤各副会長出席（松阪看護専門学校） 

15 月 
第 2回新型コロナウイルス感染症対策委員会 平岡･冨田各副会長出席（松阪看護専門

学校） 

16 火 第 2回地域包括ケア推進会議運営幹事会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

17 水 第 3回松阪看護専門学校運営会議 平岡･齋藤各副会長出席（松阪看護専門学校） 

18 木 
松阪地区医師会第 193回定例会員総会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

松阪地区医師会臨時理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

24 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席(松阪地区医師会館） 

29 月 第 3回検診・医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

〇７月 

日 曜 行 事 名 

6 月 松阪市 PCR検査センターに関する説明会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

8 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

15 水 第 4回松阪看護専門学校運営会議 平岡･齋藤各副会長出席（松阪看護専門学校） 

20 月 第１回生涯教育委員会 平岡･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

22 水 
第 19回松阪市政推進会議 平岡副会長出席（松阪市役所） 

松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

27 月 第 4回検診・医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

29 水 第 4回居宅介護部門担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

〇８月 

日 曜 行 事 名 

6 木 
令和 2 年度松阪看護専門学校と実習施設との連携会議／松阪看護専門学校関係者評価

会議 齋藤副会長出席（松阪地区医師会館） 

11 火 松阪市 PCRセンターに関する会議 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

12 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

17 月 第 3回地域包括ケア推進会議運営幹事会 平岡副会長出席（WEB開催） 

25 火 第 5回居宅介護部門担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

26 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

31 月 第 5回 検診･医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

 



〇９月 

日 曜 行 事 名 

2 水 松阪市休日夜間応急診療所検討委員会 平岡副会長出席（松阪市健康センター） 

9 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

16 水 第 5回松阪看護専門学校運営会議 平岡･齋藤各副会長出席（WEB開催） 

17 木 令和 2年度第 1期定期監査 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

23 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

28 月 第 6回検診･医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

29 火 第 6回居宅介護部門担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

〇10月 

日 曜 行 事 名 

2 金 第１回松阪地区医師会臨床検査標準化委員会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

6 火 第 4回地域包括ケア推進会議運営幹事会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

7 水 第 6回松阪看護専門学校運営会議 平岡･齋藤各副会長出席（WEB開催） 

8 木 三重県医師会スポーツ医学並びに健康教育委員会 冨田副会長出席（三重県医師会館） 

9 金 新型コロナウイルス検査検体搬送に関する説明会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

13 火 第 1回松阪市地域包括ケア推進会議 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

14 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

26 月 第 7回検診･医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

27 火 第 7回居宅介護部門担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

28 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

29 木 第 2回松阪地域感染症危機管理ネットワーク会議 平岡副会長出席（三重県松阪庁舎） 

〇11月 

日 曜 行 事 名 

2 月 松阪看護学校令和 2年度推薦入学試験合否判定会議 齋藤副会長出席（松阪看護専門学校） 

4 水 第 1回経理管財検討会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

6 金 第１回松阪市認知症初期集中支援チーム検討委員会 平岡副会長出席（松阪市役所） 

11 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

12 木 新型コロナウイルス感染症に関する勉強会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

13 金 第 5回地域包括ケア推進会議運営幹事会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

18 水 
令和 2 年度松阪地域在宅医療･介護連携拠点運営委員会 平岡副会長出席（松阪地区医

師会館） 

24 火 第 8回居宅介護部門担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

25 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

30 月 第 8回検診･医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

 

 



〇12月              

日 曜 行 事 名 

2 水 第 2回松阪地区三師会連絡協議会 平岡･齋藤･冨田副会長出席（松阪地区薬剤師会館） 

3 木 
松阪看護専門学校令和 2年度一般(前期)入学試験合否判定会議／第 7回運営会議 齋藤

副会長出席（松阪看護専門学校） 

7 月 
第 3 回新型コロナウイルス感染症対策委員会 平岡･冨田各副会長出席（松阪地区医師

会館） 

9 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田副会長出席（松阪地区医師会館） 

15 火 
新型コロナウイルス感染症患者の診療体制に係る調整会議（松阪構想区域）平岡副会長

出席（WEB開催） 

16 水 

令和 2年度三病院連絡会 平岡･冨田各副会長出席（松阪市健康センター） 

第 1回松阪地区新型コロナウイルスワクチン接種事業連絡会議 平岡副会長出席（松阪

市健康センター） 

17 木 
松阪看護専門学校卒業判定会議／第 8 回運営会議 平岡･齋藤各副会長出席（松阪看護

専門学校） 

21 月 第 9回検診･医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

23 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田副会長出席（松阪地区医師会館） 

24 木 
第 2回松阪地区新型コロナウイルスワクチン接種事業連絡協議会 平岡副会長出席（松

阪市健康センター） 

25 金 第 9回居宅介護部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

〇令和３年１月   

日 曜 行 事 名 

12 火 第4回新型コロナウイルス感染症対策委員会 平岡･冨田各副会長出席(松阪地区医師会館） 

13 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田副会長出席（松阪地区医師会館） 

15 金 
新型コロナウイルスワクチン接種体制構築に係る調整会議（松阪地域）平岡･齋藤各 

副会長出席（三重県松阪庁舎） 

19 火 ガイダンス 平岡･齋藤･冨田副会長出席（松阪地区医師会館） 

20 水 第 2回経理管財検討会 平岡･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

21 木 第 6回地域包括ケア推進会議運営幹事会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

25 月 第 10回検診･医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

26 火 第 10回居宅介護部門担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

27 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田副会長出席（松阪地区医師会館） 

29 金 松阪市地域包括ケア推進会議主催第 13回多職種勉強会 平岡副会長講師（WEB開催） 

〇２月 

日 曜 行 事 名 

2 火 
新型コロナウイルスワクチン接種に係る松阪地区三師会連絡協議会 平岡副会長出席

（松阪地区医師会館） 

4 木 令和 2年度第 2期定期監査 平岡･齋藤各副会長出席（松阪地区医師会館） 

5 金 
第 2 回新型コロナウイルスワクチン接種体制構築に係る調整会議（松阪地域）平岡副

会長出席（三重県松阪庁舎） 

6 土 
松阪看護専門学校令和 3年度一般(後期)入学試験合否判定会議／第 9回運営会議 齋藤

副会長出席（松阪看護専門学校）   



8 月 
第 5 回新型コロナウイルス感染症対策委員会 平岡･冨田各副会長出席（松阪地区医師

会館） 

10 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田副会長出席（松阪地区医師会館） 

12 金 高齢者施設の救急搬送についての会議 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

15 月 
新型コロナウイルスワクチン接種体制に関する説明会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席

（松阪地区医師会館） 

16 火 令和 2年度胃がん撲滅委員会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

18 木 
令和 3年度予算査定 平岡･齋藤各副会長出席（松阪地区医師会館） 

第 5回松阪市障がい者計画策定委員会 齋藤副会長出席（松阪市福祉会館） 

19 金 
第2回郡市医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会 平岡副会長出席（三

重県医師会館） 

22 月 第 11回検診･医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

24 水 
防災用品･災害用備蓄品配備事業にかかる目録贈呈式 平岡副会長出席（松阪市役所） 

松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田副会長出席（松阪地区医師会館） 

26 金 第 11回居宅介護部門担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

〇３月   

日 曜 行 事 名 

1 月 第７回地域包括ケア推進会議運営幹事会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

3 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田副会長出席（松阪地区医師会館） 

4 木 第 19回松阪看護専門学校校卒業式 平岡･齋藤各副会長出席（松阪看護専門学校） 

10 水 第 12回松阪市認知症初期集中支援チーム員会議 齋藤副会長出席（南勢病院） 

12 金 
第 6回新型コロナウイルス感染症対策委員会 平岡･冨田各副会長出席（松阪地区医師 

会館） 

15 月 新型コロナウイルスワクチン接種に向けた説明会 平岡副会長出席（WEB開催） 

16 火 
第 3回松阪地区新型コロナウイルスワクチン接種事業連絡協議会 平岡副会長出席（松

阪市健康センター） 

17 水 第 2回松阪市地域包括ケア推進会議 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

18 木 

三重県医師国保組合第 151回通常組合会 齋藤副会長出席（三重県医師会館） 

松阪看護専門学校令和 2 年度 1､2 年単位認定会議／第 10 回運営会議 齋藤副会長出席

（松阪看護専門学校） 

松阪地区医師会第194回臨時会員総会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師

会館） 

24 水 松阪地区医師会定例理事会 平岡･齋藤･冨田副会長出席（松阪地区医師会館） 

29 月 第 11回検診･医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

30 火 第 11回居宅介護部門担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

31 水 第 1回松阪看護専門学校検討委員会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席(松阪地区医師会館) 

 

（８）委員会開催状況（法人関係） 

・令和２年度は開催されなかった。 

 

（９） 地域医療懇談会 

     ・令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止となった。  



 

 （10）松阪地区三師会懇親会〔令和２年度担当：松阪地区薬剤師会〕 

         ・令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止となった。 

 

（11）経理管財検討会 

第 1回経理管財検討会   令和２年１１月４日(水)（WEB併用） 

       ・令和２年度半期（4月～9月）決算について検討された。 

       ・令和２年度決算について検討された。 

第 2回経理管財検討会   令和３年１月２０日(水) 

       ・令和２年度決算見込みについて検討された。 

       ・令和３年度予算（案）について検討された。 

 

（12）法人運営委員会 

    ・令和２年度は開催されなかった。 

 

（13）定款等諸規程検討委員会 

・令和２年度は開催されなかった。 

 

（14）地域医療構想関係 

   会長が、地域医療構想調整会議委員長に就任している。 

 

（15）会員の動静 

      令和２年４月１日 現在会員数４２９名 

令和３年３月３１日 現在会員数３９２名 

① 入会・退会・異動                         〔敬称略〕 

月 日 入    会 退    会 異動  等 備   考 

4/1     Ｂ 藤部幸大 松阪市民病院 

4/1 Ｂ 和泉信治     あらおと整形クリニック（整形外科） 

4/1 Ｂ 山口大輔     松阪市民病院（呼吸器外科） 

4/1 Ｂ 大和俊介     松阪市民病院（泌尿器科） 

4/1 Ｂ 服部愛司     松阪市民病院（内科） 

4/1     Ｂ 金児大二 金児内科（閉院）→松阪市健診センター 

4/1 Ｂ 石川英二     済生会松阪総合病院（内科） 

4/1 Ｃ 藤本脩平     松阪市民病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 小倉愛美     松阪市民病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 小川琢也     松阪市民病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 梁 誠志     松阪市民病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 尚 聡     松阪市民病院（臨床研修医） 



4/1 Ｃ 原 将希     松阪市民病院（臨床研修医） 

4/1 Ｂ 幸治隆文     松阪中央総合病院（循環器内科） 

4/1 Ｃ 小野佳希     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 竹内彩華     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 谷川智美     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 山本雅人     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 垂見啓俊     済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 橋本青摩     済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 野口博希     済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 森井将基     済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 舩山華奈子     済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 田辺奈津実     済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 村上菜々子     済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

4/19   Ａ 坂内一馬   坂内医院（逝去） 

4/30   Ｂ 堀川一浩   松阪市民病院 

4/30   Ｂ 松本壽夫   花の丘病院 

5/1 Ｃ 中川優花     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

5/1 Ｃ 豊田純貴     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

5/1 Ｃ 斉原和志     松阪中央総合病院 （臨床研修医） 

5/1 Ｃ 生川貴大     松阪中央総合病院 （臨床研修医） 

5/1 Ｃ 西田衣里     松阪中央総合病院 （臨床研修医） 

5/1 Ｂ 池村重人     松阪市民病院 

5/31   Ｂ 瀧川喜一   松阪厚生病院 

6/30   Ｂ 藤森健而   済生会松阪総合病院 

6/30   Ｂ 正見勇太   松阪市民病院 

6/30   Ｂ 川口瑛久   松阪市民病院 

7/1     Ｂ 林 弘 松阪中央総合病院→自宅会員 

7/1     Ａ 平岡直人 平岡内科循環器科（管理者交代） 

7/1     Ｂ 平岡 馨 平岡内科循環器科（管理者交代） 

8/1     Ｂ 石川英二 済生会松阪総合病院（会員区分変更） 

8/1     Ａ 野田知宏 おひさま在宅クリニック（施設移転） 

8/1 Ｂ 辻 誠     済生会松阪総合病院（産婦人科） 

8/1 Ｂ 小林奈津子     済生会松阪総合病院（産婦人科） 



8/1     Ａ 山中猛成 山中胃腸科クリニック（法人化） 

8/19   Ｂ 日下尚機   松阪市民病院（逝去） 

9/1 Ｂ 東理映子     済生会松阪総合病院（産婦人科） 

9/1     Ａ 谷本修二 伊勢志摩腎クリニック（会員区分変更） 

9/23   Ａ 上田国彦   上田内科循環器科（逝去） 

9/30   Ｂ 福家博史   松阪厚生病院 

10/1     Ａ 平野 直 西口医院→明和ファミリークリニック（名称変更）  

10/30   Ｂ 平岡 馨   平岡内科循環器科（逝去） 

11/30   Ｂ 森川陽子   松阪中央総合病院 

2/2   Ｂ 西浦 優   南勢病院（2020年2月2日逝去） 

12/1 Ｂ 渡邉 空     松阪厚生病院（精神科） 

11/30   Ｂ 川﨑英悟   いおうじ応急クリニック 

12/31   Ｂ 山口大輔   松阪市民病院 

1/1     Ｂ 谷口健太郎 松阪市民病院→松阪中央総合病院 

1/2   Ｂ 山本 器   桜木記念病院（逝去） 

1/13   Ｂ 大柳 裕   自宅会員（逝去） 

2/1 Ａ 山中 学     やまなか脳神経クリニック（脳神経外科） 

3/31   Ｂ 諸岡英夫   松阪市民病院 

3/31   Ｂ 塩野泰功   松阪市民病院 

3/31   Ｂ 村瀬元昭   松阪市民病院 

3/31   Ｂ 中村憲二   松阪市民病院 

3/31   Ｃ 大森祐樹   松阪市民病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 川口敦之   松阪市民病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 藪 晃大   松阪市民病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 齋藤拓郎   松阪市民病院（臨床研修医） 

3/31   Ｂ 小倉嘉文   松阪市民病院 

3/31   Ｂ 大西英利   松阪厚生病院 

3/31   Ｂ 貴志直哉   松阪厚生病院 

3/31   Ｂ 堀部善照   松阪厚生病院 

3/31   Ｃ 錦純一郎   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 山口慎太郎   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 福森史也   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 福島立盛   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 西川莉奈   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 辻 直哉   松阪中央総合病院（臨床研修医） 



3/31   Ｃ 辻 愛士   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 榮 厚輔   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 鈴木 陽   済生会松阪総合病院（臨床研修医）  

3/31   Ｃ 加藤瑞季   済生会松阪総合病院（臨床研修医）  

3/31   Ｃ 福井沙也加   済生会松阪総合病院（臨床研修医）  

3/31   Ｃ 種村祐紀   済生会松阪総合病院（臨床研修医）  

3/31   Ｃ 近藤志織   済生会松阪総合病院（臨床研修医）  

3/31   Ｃ 中村健吾   済生会松阪総合病院（臨床研修医）  

3/31   Ｃ 中西真理   済生会松阪総合病院（臨床研修医）  

3/31   Ｂ 植嶋一宗   三重県松阪保健所 

3/31   Ｂ 高倉哲司   済生会松阪総合病院 

3/31   Ｂ 小林奈津子   済生会松阪総合病院 

3/31   Ａ 平本喜六   松阪駅前心身クリニック 

 

（16）職員の動静 

       令和 ２年４月   １日現在職員数 １６０名 

     令和 ３年３月３１日現在職員数 １６１名 

① 職員新規採用者 

採用年月日 氏    名 所      属 職      名 

2. 4. 1 水谷紀子 訪問看護ステーション 看護師 

2. 4. 1 川谷智美 松阪看護専門学校 専任教員 

2. 4. 1 杉田絵美 松阪看護専門学校 専任教員 

2. 4. 1 浅沼麻莉 松阪看護専門学校 専任教員 

2. 4. 1 内山美智子 松阪看護専門学校 専任教員 

2. 4. 1 中薮 涼 臨床検査センター 臨床検査技師 

2. 4. 1 鈴木 亮 臨床検査センター 臨床検査技師 

2. 4. 1 片岡真紀 臨床検査センター 臨床検査技師 

 

②職員退職者 

退職年月日 氏    名 所      属 職      名 

2. 4.30 西村優奈 臨床検査センター 臨床検査技師 

2.10.31 内山美智子 松阪看護専門学校 専任教員 

以上 


