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令和３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 

（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 

 ○看護専門学校検討委員会の設置 

 

 

 

 

 



 

 

令和３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 3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 

第１回 令和 3年 4月 19日（月）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集団接種体制について 

（2）松阪地区の新型コロナウイルスワクチン個別接種体制について 

（3）医療従事者等へのワクチン接種体制について 

（4）令和３年度第１回新型コロナウイルスワクチン接種体制に関する説明 

会の内容について  

出席者 24名（会員 6名、行政他 18名） 

第２回 令和 3年 5月 12日（水）定例理事会終了後、松阪地区医師会館 

        事項（1）新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）における「時

間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業」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の追加につい      

            て 

        ・新型コロナウイルスワクチン接種における各医療機関での協力依頼に 

ついて 

（2）その他 

出席者 7名 

第３回 令和 3年 7月 7日（水）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（集団接種・個別接種）接種 
体制について（ワクチン供給状況をふまえて） 

（2）その他 

出席者 24名（会員 6名、行政 6名） 

第４回 令和 4年 1月 24日（火）19 時 30分、松阪地区医師会館 

        事項（1）新型コロナウイルス感染症状況等について 
（2）松阪地区の新型コロナウイルスワクチン接種体制について(小児接種 

等) 

          （3）その他 

出席者 16名（会員 7名、行政 9名） 



 

 

・新型コロナウイルス感染症対策に関する打合せ 
令和 3年 9月 10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松阪地区の接種体制について 

       ２）新型コロナウイルス感染症自宅療養者対応について 

３）新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについ 
  て 

出席者 21 名（会員 5名、行政他 8名） 

        
・第１回 松阪地域新型コロナウイルス感染症対策会議開催について 
令和 3年 11月 12日（金）19時 30分、松阪地区医師会館（WEB併用開催） 

    事項 １）新型コロナウイルス感染症自宅療養者対応について 
       ２）その他 

出席者 29名（会員 7名、３病院 7名、薬剤師会 5名、行政 10名） 
 

・第１回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 4月 23日（金）19時 30分、松阪地区医師会館（WEB 開催） 

    事項 １）松阪地区の新型コロナウイルスワクチン集団接種体制について 
       ２）松阪地区の新型コロナウイルスワクチン個別接種体制について 

３）質疑応答 

 出席者 155名（会員 140名、行政他 15 名） 

 
   ・新型コロナウイルスワクチン接種推進に関する説明会開催について 

令和 3年 5月 20日（木）18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ワクチン松阪地区の接種体制について 

 ２）新型コロナウイルスワクチン接種の促進について ３）質疑応答 

出席者 124名（会員 113名、行政 11 名） 

 

     ・新型コロナウイルス感染症に関する説明会開催について 

令和 3年 9月 24日（木）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ワクチン松阪地区の接種体制について等 
         ２）新型コロナウイルス感染症自宅療養者対応について 
         ３）新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについ 
           て  

４）質疑応答 
      出席者 123名（会員 109名、行政他 14 名） 

 
・新型コロナウイルスワクチン接種体制（３回目接種）に関する説明会開催について 
令和 3年 11月 26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ワクチン松阪地区の接種体制（3回目接種）につい 
て  

２）その他 
①新型コロナウイルス感染症自宅療養者対応について等 

３）質疑応答   

   出席者 170名（会員 152名、行政他 18 名） 
 

・新型コロナウイルス感染症対策に関する説明会開催について 
令和 4年 2月 4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感染症自宅療養者対応等について  
２）新型コロナウイルスワクチン松阪地区の接種体制（小児接種等）につい    
  て 



 

 

出席者 113名（会員 88名、行政他 25 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 3年度実績】  

       ・健康増進関係委員会  5月 31日（月）19時 30分、松阪地区医師会館 

      内容 1）令和２年度松阪地区医師会管内 松阪市・多気郡３町実施の健康診査について  

          ①特定健診について ②がん検診について 

         2）その他 

          ・データヘルス集中改革プランに伴う健診結果票の変更について 

 ・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 2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) みえ松阪マラソン」2021第 1回実行委員会（書面決議） 

   1.委員数及び決議書提出数 

2.議案 第 1号～5号 

   3.結果 決議日：令和 3年 5月 10日 

      （ウ）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 3回総会（書面決議） 

         1.審議結果 議案第 1号～4号 

         2.決議日 令和 3年 6月 10日 

      （エ）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 4回総会（書面決議） 

         1.審議結果 議案第 1号～4号 

         2.決議日 令和 3年 6月 23日 

  （エ）みえ松阪マラソン 2021第 2回実行委員会（書面決議） 

     1.委員数及び決議書提出数 

    2.議案 第 1号 

     3.結果 決議日：令和 3年 8月 31日 



 

 

  （オ）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 4回総会（書面決議） 

1.審議結果 議案第 1号～4号 

2.決議日 令和 4年 2月 21日 

  （カ）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 5回総会（書面決議） 

          1.審議結果 議案第 1号～4号 

     2.決議日 令和 4年 2月 21日 

              

（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 3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 5月 タバコの煙から身体を守ろう 

令和 4年 3月 
ぐっすり眠って心と身体の調子を

整えましょう 

 

（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 3年度実績】  松阪地区医師会 産業医数    110 名 

                   事業所相談医数  20 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 3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 3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  

 令和3年12月14日（火）19時30分、松阪地区医師会 

事項 令和 4 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 4 年度「学校・園・保健懇談会」開催日程等（案）について 

       8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 

 （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 3年度出務医師数】 109名 

       【令和 3年度受診者数】（休日）内科 951 名 小児科 905名 外科 754名 

                 （夜間）内科 876 名 小児科 316名 

                  （土曜日深夜）内科 86名, 小児科 51 名 

                                      合計 3,939名 

 （イ）行政防災訓練 

     下記、防災訓練へ参画した。 

     【令和 3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 3年度実績】  

    ・令和 3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3年8月6日（金）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 3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 4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）令和 3年度臨床集談会の講演内容について 

その他  

9名出席 

    



 

 

【令和 3年度実績】  

     学術生涯教育講座開催回数：18回（臨床懇話会17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17回開催し、医学知識の高揚に努めた。 

◎第 1回  

日時：令和 3 年 4月 22日（木）午後 7時～8時 

場所：Web視聴 

演題：「患者満足度向上を目指した慢性便秘症診療」 

講師：松阪市民病院 内視鏡治療センター長 西川健一郎 先生 

認定：1単位（CC：54） 

参加人数：14 名 

◎第 2回 

日時：令和 3 年 5月 27日（木）午後 6時 30～7時 30分 

場所：Web視聴 

演題：「片頭痛発症抑制のパラダイムシフト：抗 CGRP抗体薬エムガルティ」 

講師：静岡赤十字病院 脳神経内科 部長 今井 昇 先生 

座長：済生会松阪総合病院 脳神経外科 部長 村田浩人 先生 

認定：1単位（CC：30） 

参加人数：20 名 

◎第 3回 

日時：令和 3 年 6月 10日（木）午後 6時 20分～午後 7時 30 分 

場所：Web視聴 

演題：「実地医家と診るリウマチ膠原病診療」 

講師：三重大学医学部附属病院 リウマチ・膠原病センター 教授 中島亜矢子 先生 

座長：松阪市民病院 リウマチ科 舘 靖彦 先生 

認定：1単位（CC：61） 

参加人数：17 名 

◎第 4回 

日時：令和 3 年 6月 24日（木）午後 6時 30分～午後 8時 

場所：Web視聴 

演題：「救命率の向上を目指した急性心筋梗塞治療と抗血栓療法」 

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 

演題：「これからの上部消化管疾患を考える～GERD診療ガイドライン 2021～」 

講師：順天堂大学医学部 消化器内科 教授 永原章仁 先生 

座長：松阪中央総合病院 副院長・消化器センター長 小林一彦 先生 

認定：1.5単位（CC：73） 

参加人数：35 名 

◎第 5回 

日時：令和 3 年 7月 8日（木）午後 7 時～午後 8時 20分 

場所：Web視聴 

演題：「気管支喘息治療『三本の矢』」 

講師：松阪市民病院 統括副院長兼呼吸器センター長 畑地 治 先生 



 

 

認定：1単位（CC：46） 

参加人数：27 名 

◎第 6回 

日時：令和 3 年 7月 29日（木）午後 6時 30分～午後 7時 30 分 

場所：Web視聴 

演題：「ガバペンチノイドの可能性と課題」 

講師：獨協医科大学 麻酔科学講座 主任教授 山口重樹 先生 

座長：とみだ整形外科 院長 冨田良弘 先生 

認定：1単位（CC：63） 

参加人数：17 名 

◎第 7回 

日時：令和 3 年 8月 12日（木）午後 7時～午後 8時 5分 

場所：Web視聴 

演題：「コロナ禍、クリニックでの骨粗鬆症治療」 

講師：にいみ整形外科 院長 新美 塁 先生 

認定：1単位（CC：59） 

参加人数：20 名  

◎第 8回 

日時：令和 3 年 9月 9日（木）午後 6 時 50分～午後 8時 

場所：Web視聴 

演題：「糖尿病性腎症・慢性腎臓病の重症化予防対策 

～松阪地区でのこれからの取り組み～」 

講師：済生会松阪総合病院 腎臓・透析内科 腎臓センター長 石川英二 先生 

座長：矢津内科 院長 矢津卓宏 先生 

認定：1単位（CC：73） 

参加人数：31 名 

◎第 9回 

日時：令和 3 年 9月 30日（木）午後 6時 30分～午後 8時 15 分 

場所：Web視聴 

演題：「当院における心臓サルコイド－シス」 

講師：松阪中央総合病院 循環器内科 医長 佐藤雄一 先生 

演題：「心不全の新たな治療戦略～ARNI の使用経験からの知見～」 

講師：公立陶生病院 院長 味岡正純 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：1.5単位（CC：24） 

参加人数：45 名 

◎第 10回 

日時：令和 3 年 10月 28日（木）午後 7時 20分～午後 8時 30分 

場所：Web視聴 

演題：「かかりつけ医の抗凝固薬療法の実際-GENERAL,AFIRE 試験の結果も含めて-」 

講師：平光ハートクリニック 院長 平光伸也 先生 

座長：まつおか内科循環器内科 院長 松岡宏治 先生 



 

 

認定：1単位（CC：43） 

参加人数：16 名 

◎第 11回 

日時：令和 3 年 11月 11日（木）午後 6時 30分～午後 7時 50分 

場所：Web視聴 

演題：「当院における心房細動治療」 

講師：松阪中央総合病院 循環器内科 医長 杉浦伸也 先生 

演題：「超高齢・高出血リスク心房細動例に対する DOAC療法 

座長：済生会熊本病院心臓血管センター 循環器内科 不整脈先端治療部門  

最高技術顧問 奥村 謙 先生 

認定：1単位（CC：42） 

参加人数：34 名 

◎第 12回 

日時：令和 3 年 11月 25日（木）午後 7時～午後 8時 10分 

場所：Web視聴 

演題：「あなたの知らない夜の世界～高齢入院患者における不眠がもたらすもの～」 

講師：市立四日市病院 脳神経内科 部長 家田俊明 先生 

座長：三重厚生連松阪中央総合病院 精神神経科 部長 山嵜一正 先生 

認定：1単位（CC：20） 

参加人数：18 名 

◎第 13回 

日時：令和 3 年 12月 9日（木）午後 6時 50分～午後 8時 

場所：Web視聴 

演題：「骨粗鬆症治療薬の過去、現在、未来」 

講師：三重大学大学院医学系研究科 科長・医学部長  

運動器外科学・腫瘍集学治療学 教授 須藤啓広 先生 

座長：済生会松阪総合病院 整形外科 副院長 森本政司 先生 

認定：1単位（CC：59） 

参加人数：40 名 

◎第 14回 

日時：令和 3 年 12月 23日（木）午後 7時～午後 8時 

場所：Web視聴 

演題：「慢性腎臓病における SGLT２阻害薬の意義」 

講師：名古屋市立大学大学院医学研究科 腎臓内科学 教授 濱野高行 先生 

座長：済生会松阪総合病院 内科 腎臓センター長 石川英二 先生 

認定：1単位（CC：73） 

参加人数：27 名 

◎第 15回 

日時：令和 4 年 1月 27日（木）午後 7時～午後 8時 

場所：Web視聴 

演題：「慢性腎臓病と腎性貧血を考える」 

講師：伊勢赤十字病院 腎臓内科部長 大西孝宏 先生 



 

 

座長：垂見内科クリニック 院長 垂見敏明 先生 

認定：1単位（CC：73） 

参加人数：24 名 

◎第 16回 

日時：令和 4 年 2月 24日（木）午後 7時～午後 8時 

場所：Web視聴 

演題：「循環器内科から見たメトホルミンの輝き 

～DPP4 阻害薬との併用意義も踏まえて～」 

講師：大西内科ハートクリニック 院長 大西勝也 先生 

座長：矢津内科 院長 矢津卓宏 先生 

認定：1単位（CC：76） 

参加人数：22 名 

◎第 17回 

日時：令和 4 年 3月 3日（木）午後 7 時 20分～午後 8時 30 分 

場所：Web視聴 

演題：「超高齢社会における循環器疾患のトータルマネージメント」 

講師：東京都健康長寿医療センター 循環器内科 副院長 原田和昌 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単位（CC：19） 

参加人数：19 名 

 

◎松阪地区臨床集談会 

日時：令和 4 年 2月 10日（木）午後 6時 30分～午後 7時 30 分 

場所：Web視聴 

演題：「緩和ケアの現場から」 

講師：済生会松阪総合病院 緩和医療科 部長 清水美恵 先生 

座長：大西内科 院長 大西正浩 先生 

認定：1単位（CC：81） 

参加人数：17 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 

１ 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  ○  Web 視聴 48 名 

１５ COVID-19 感染対策セミナー ○  Web 視聴 30 名 

１６ 松阪循環器病セミナー ○  Web 視聴 31 名 

１６ 第 21 回南勢神経フォーラム ○ 
 Web 視聴 

ベイシスカ 
37 名 

２２ 済生会松阪総合病院 第 133 回医療連携講演会  ○ 
 Web 視聴 

済生会松阪総合病院  
40 名 

【５月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１３ 済生会松阪総合病院 第 137 回医療連携講演会  ○  
Web 視聴 

済生会松阪総合病院  
45 名 

１９ Pain Live Symposium ○  Web 視聴 15 名 

２０ 松阪市民病院 地域連携臨床懇話会 ○  
Web 視聴 

松阪市民病院 
39 名 

２７ Diabetes Online Seminar in MATSUSAKA  ○  Web 視聴 29 名 

【６月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

９ 検脈の重要性を考える会 ○  Web 視聴 45 名 

１１ 済生会松阪総合病院 第 138 回医療連携講演会  ○  Web 視聴 31 名 

１６ Pain Live Symposium ○  Web 視聴 19 名 

【７月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１ 済生会松阪総合病院 医療連携 Web 講演会  ○  Web 視聴 83 名 

７ Stroke Web Seminar ○  Web 視聴 22 名 

１５ 南勢地区脳卒中フォーラム ○  Web 視聴 21 名 

【８月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

５ プライマリーケアカンファレンス ○ 
 Web 視聴 

フレックスホテル 
57 名 

１３ 松阪市民病院 地域連携臨床懇話会 ○ 
 Web 視聴 

松阪市民病院 
27 名 

【９月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

２ 抗血栓療法 Update web セミナーin 三重 ○  Web 視聴 20 名 

１０ 日頃見がちな呼吸器疾患 循環器医師の立場から  ○  Web 視聴 23 名 

１４ 心不全地域連携の会 in 松阪 ○  Web 視聴 65 名 

１６ GLP-1 RA Online Seminar in MATSUSAKA  ○ 
 Web 視聴 

松阪商工会議所  
24 名 

２８ 第 4 回 Onco-Cardiology 講演会 ○  Web 視聴 26 名 



 

 

３０ 済生会松阪総合病院 第 139 回医療連携講演会  ○  Web 視聴 24 名 

【１０月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

７ 済生会松阪総合病院 第 140 回医療連携講演会  ○  済生会松阪総合病院  33 名 

８ 第 22 回南勢神経フォーラム ○ 
 Web 視聴 

グリーンパーク津 
34 名 

１４ 済生会松阪総合病院 医療連携 Web 講演会 ○  Web 視聴 98 名 

１５ 松阪市民病院 地域連携臨床懇話会 ○  松阪市民病院 32 名 

２０ 高血圧 Web セミナー ○  Web 視聴 14 名 

２０ 第 3 回松阪呼吸器研究会 ○  華王殿 27 名 

【１１月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１６ Pain Live Symposium ○  Web 視聴 18 名 

１８ 済生会松阪総合病院 第 141 回医療連携講演会  ○ 
 Web 視聴 

済生会松阪総合病院  
45 名 

１８ Diabetes ＆ Incretin Seminar in 松阪 ○ 
 Web 視聴 

松阪中央総合病院 
42 名 

１８ 松阪市民病院 地域連携臨床懇話会 ○  松阪市民病院 33 名 

２５ 済生会松阪総合病院 第 142 回医療連携講演会  ○ 
 Web 視聴 

済生会松阪総合病院  
51 名 

【１２月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１ 三重ハートセンター 第 115 回三重心臓病講演会  ○  Web 視聴 23 名 

２ 済生会松阪総合病院 第 143 回医療連携講演会  ○  済生会松阪総合病院  33 名 

３ 松阪市民病院 地域連携臨床懇話会 ○  松阪市民病院 39 名 

１０ 片頭痛診療 Web Seminar ○  Web 視聴 19 名 

１３ 松阪市民病院 地域連携臨床懇話会 ○  松阪市民病院 34 名 

１５ 第 4 回松阪呼吸器研究会 ○  フレックスホテル 27 名 

１５ インフルエンザ診療フォーラム in 松阪 ○  Web 視聴 13 名 

１６ 済生会松阪総合病院 第 144 回医療連携 WEB 講演会  ○  Web 視聴 45 名 

１７ 松阪循環器診療 Conference ○  Web 視聴 22 名 

２１ 松阪循環器診療ミーティング ○  フレックスホテル 21 名 

【令和４年１月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１３ 三重ハートセンター第 116 回三重心臓病講演会  ○  Web 視聴 18 名 

２０ 済生会松阪総合病院 第 145 回医療連携講演会  ○ 
 済生会松阪総合病院  

Web 視聴 
33 名 

【令和４年２月実施分】 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

２ これからの高齢者心不全治療を考える 〇  Web 視聴 89 名 

３ 地域で支える高血圧診療 WEB セミナー 〇  Web 視聴 15 名 



 

 

１７ 済生会松阪総合病院 第 146 回医療連携講演会  〇 
 Web 視聴 

済生会松阪総合病院  
55 名 

２１ 抗血栓療法 Web セミナー 〇  Web 視聴 21 名 

【令和４年３月実施分】 

 

 

 

 

 

 

 

（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 3年度実績】 けんこうガイド No.100、No.101、No.102 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 3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なった。 

          ・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 3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〉 

    「松阪地域 高齢者施設における救急対応マニュアル作成のためのガイドライン 

（救急医療情報提供シート）」の作成・配布について 

            松阪市健康福祉部 高齢者支援課  

     令和 3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 

日付 行 事 名 共催 後援 開催場所 参加者人数 

１ 脳心血管病を考える会 ○  Web 視聴 24 名 

１０ 済生会松阪総合病院 第 147 回医療連携講演会  ○  Web 視聴 38 名 

２４ 心不全フォーラム ○  Web 視聴 84 名 

２４ 済生会松阪総合病院 第 148 回医療連携講演会  ○  Web 視聴 57 名 

２５ 松阪循環器診療 Conference ○  Web 視聴 37 名 



 

 

 

・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 3年度 介護認定審査会  

審査会委員就任数 107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 松阪市福祉会館）におい 

て開催。委員 107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 3年度実績】 

・在宅医療委員会  令和 3年度は開催されなかった。 

 

 ＜臨床検査センター＞ 

（１）令和 3年度臨床検査事業実績 

① 地域医療機関受託検査:  127,485 件（松阪市民病院を除く） 

       上記のうち緊急検査件数:  8,550 件（6.7%） 

 

② 松阪市民病院受託検査:  65,691 件 

     上記のうち緊急検査件数:  56,312 件（85.7%） 

＊ 緊急検査は日当直制により 24時間 365日対応   

③ その他 

1. 無料肝炎ウイルス検査: 3件 

2. 保育園などの検便検査: 7,598件 

3. 松阪市中学生ピロリ菌検査：1,175件 

（２）精度管理事業 

① 臨床検査標準化の継続実施   



 

 

      【令和 3年度】 

[参加施設（9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 

［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、全参加施設で共有した。 

  (３）職場教育、生涯教育 

  ① 内部研修 

         第 1回：R3年 12月 21日(火)、23日(木) 

「感染症対策について 」(参加者 20名) 

    第 2回：R4年 3月 22日（火）、24日（木） 

   「ピロリ菌ってどんな菌？」(参加者 19名) 

② 外部研修 

情報収集、技能向上などのために出席した学術集会、研究会、その他は下記の通り。 

会期 開催地 研修会名 参加形態 参加者 

R3 5/15-6/14 Web 開催 第 70回日本医学検査学会 演者(一般演題) 鈴木 亮 

R3 9/11-12 
Web 開催 

 

第 29回全国医師会共同利用

施設総会 

参加 丸山 篤芳 

参加 砂押 均 

参加 天野 佐智 

参加 土橋 友香 

参加 脇谷 清香 

 

(４）各団体との共同研究ならびに調査協力 

地域医療への貢献、および公衆衛生の向上のために、医療・研究機関、企業との調査・

共同研究を実施した。 

 

＜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 3年度受託検診・検診件数】 

      ＜児童・生徒＞ 

       腎臓病検診（尿検診）26,786 件 

       心臓病検診      7,056 件 



 

 

       結核検診       1,680 件 

       胸部精密検査      24 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 3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３年度 ３９名 

【卒業生進路状況】 

  令和３年度  松阪地区総合病院 ３７名＜松阪地区への就業率９４.９％＞ 

 

〔行事等報告〕 

１．行事 

４月 ５日  入学前説明会 

８日  第２２回入学式：コロナウイルス感染防止のため縮小して実施 

９日～１２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） 

     １２日  学生健康診断：保健医療センター（２年生） 

     １３日  学生健康診断：保健医療センター（１年生） 

  ５月１１日～１４日 

         新型コロナワクチン接種１回目（学生・教職員） 



 

 

    ２８日  学生総合健康診断：本校（３年） 

    １３日  学生総合健康診断：本校（２年） 

    ２０日  学生総合健康診断：本校（１年） 

６月 １日～４日 

         新型コロナワクチン接種２回目（学生・教職員） 

  ７月３０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 ２日～ ３０   夏季休暇（３年生） 

～ ９月６日 夏季休暇（１・２年生） 

   ５日  オンラインによるオープンキャンパス開催 

  １１月２５日  避難訓練（全学生） 

  １２月２４日～１月７日 冬季休暇 

２月１３日    第１１１回看護師国家試験 

３月 ３日  第２０回卒業式 

２５日  第１１１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)新型コロナウイルスワクチン接種（医療従事者等向け優先接種）：学生・教職員 

    １回目：６月１１日～１４日：松阪市民病院 

    ２回目：６月 １日～ ４日：松阪市民病院 

  2）新型コロナワクチン集団接種への出務：教員１３名 

  3）８月２７日～９月３０日（１２日から３０日に延長）三重県からの「緊急事態宣言」発

表により、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、 ９月７日～９月３０日の期間はリモートで講義を実施した。 

３年生の実習は、受け入れ可能な施設では実習を実施。受け入れ中止の場合は、学内実 

習を行い、感染状況にあわせて、１２月に見学実習を実施した。 

   4）オープンキャンパスは、オンラインで開催。相談会、在校生とのガイダンスを実施。ま

た、学校紹介ムービー等を作成し、広報活動に役立てた。 

  5）三重県からの「感染拡大阻止宣言（1/14-1/31）」発出により、１月１４日～１月３１日

の期間、1年・３年は遠隔で講義を実施した。２年生の実習は、実習施設が可能な限り

実施した。２年生４G学生 1名コロナウイルス感染症陽性（家庭内感染）のため、遠隔

で実習を実施した。 

  ６）「三重県まん延防止等重点措置（1/21-2/13）」のため２月１３日まで遠隔講義を延長し

た。 

 

３．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自己点検自己評価について④コンプライアンス関係について⑤そ

の他 

第２回５月６日 

議題：①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②令和４年学生募



 

 

集について③コンプライアンス関係について④その他 

第３回６月３日 

議題：①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②三重県看護学校

校長会総会について③令和４年度高校訪問について④令和４年度オープンキ

ャンパスについて⑤コンプライアンス関係について⑥その他 

第４回７月２９日：zoomにて開催 

議題：①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②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③令和３年度入試について（感染予

防対策について）④コンプライアンス関係について⑥その他 

第５回９月２日：zoomにて開催 

議題：①令和４年度入試について②コンプライアンス関係について③その他 

第６回１１月５日 

議題：①令和４年度入試について②コンプライアンス関係について③その他 

     第７回１２月２日 

議題：①次年度入試について②会議に関する規程（案）について③健康管理に関する 

    規程（案）について④定年再雇用者の給与運用概要及び内規（案）について 

⑤令和３年度卒業式令和４年度入学式について⑥保護者宛「新型コロナウイル 

ス感染症対策についてのお願い」について⑦学生報告⑧令和３年度決算見込及 

補正予算について⑨コンプライアンス関係について⑩その他 

第８回１２月１６日 

 議題：①令和５年度入試について②入試に関する規程（案）について③令和４年度 

行事予定について④令和４年度予算について⑤学校関係者評価委員の派遣依 

頼について⑥学生報告⑦コンプライアンス関係について⑧その他 

第９回２月５日 

 議題：①職員人事（継続雇用、正職員登用、昇格）②給与規程の改定について 

③学生状況④職員の産休について⑤令和４年度入学式について⑥コンプライ 

 アンス関係について⑦その他 

第１０回３月２４日 

 議題：①令和５年度学生募集について②職員の退職について③令和３年度補正予算に 

ついて④令和４年度学校行事予定及び運営会議等の開催日について 

⑤健康管理に関する規程（案）、学生健康診断結果の個人情報の保護に関する 

規程（案）について⑥令和４年度実習施設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学生状況について⑧コンプライアンス関係について 

臨時運営会議 １１月２２日（月） 

 議題：①２年生男子学生の処分について②その他 

２） 入試合否判定会議 

１１月５日 令和４年度推薦・一般（指定校・一般）入学試験合格判定会議 

１２月２日 令和４年度一般（前期）入学試験合格判定会議 

 ２月５日 令和４年度一般（後期）入学試験合格判定会議 

３） ３年卒業判定会議 

１２月１６日：３年生３９名 

４） １．２年単位認定会議 



 

 

   ３月２４日：1年生３９名、２年生４０名 

５） 臨地実習指導者会議 

 ６月１７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６・８日３年生統合分野（統合実習）指導者会議 於：各病院 

１１月１９日・２２日・２４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４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  

      ６月 ３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 

      ６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。 

４．入学試験 

１）令和４年度推薦（指定校・一般推薦）入学試験 

願書受付 １０月 ４日～１０月２１日 

入学試験 １１月 ４日         

合否発表 １１月１１日         

   ２) 令和４年度一般（前期）入学試験 

願書受付 １０月２２日～１１月１２日  

入学試験 １１月２６日         

合否発表 １２月 ６日         

３）令和４年度一般（後期）入学試験 

願書受付  １月 ４日～ １月２４日  

入学試験  ２月 ５日         

合否発表  ２月１０日         

 

５．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１０日～７月２９日、８月３０日～１０月７日 

２）２年生専門分野Ⅰ（基礎看護学実習Ⅱ） 

１０月１１日～１０月２６日 

   ３）２年生老年看護学実習Ⅰ 

     １１月 １日～１１月１８日 

     今年度は、老健施設実習、松阪市シルバー人材センターの高齢者の方々との交流、 

地域調査を通して高齢者を理解する大切さを学んだ。 

４）３年生統合分野（統合実習） 

１１月 ２日～１１月１９日 



 

 

５）１年生専門分野Ⅰ（基礎看護学実習Ⅰ） 

    ８月１６日～ ８月１７日 

１２月 ６日～１２月 ９日 

   ６）３年生見学実習 

コロナ感染症に伴う実習受け入れ中止の施設に学内実習を行い、感染状況にあわせ 

１２月に見学実習を実施した。 

７）２年生専門分野Ⅱ（成人Ⅰ・老年Ⅱ看護学実習） 

      １月１１日～２月１６日 

 

６．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・高田 

宇治山田商業・伊勢学園・皇學館・宇治山田・久居 

         志摩・木本・尾鷲・相可各高校に訪問 

 

〈進路説明会、高校ガイダンス〉 

   コロナウイル感染防止のためほとんどのガイダンスがオンライン参加なった 

   

年月日 業者 実施場所 

学生 

人数

（名） 

主な相談内容 
出席 

教員 

3.6.2 さんぽう 久居農林 4 オンライン参加 

本校の特色、入試内容、オープン

キャンパス内容他 

橋本 

3.6.9 さんぽう 度会 3 オンライン参加 

本校の特色、入試内容、オープン

キャンパス内容他 

西 

3.6.23 さんぽう 三重 18 本校の特色、入試内容、奨学金制

度、オープンキャンパス内容他 

橋本 

3.7.12 三重県 

看護協会 

ナースセンター 35 オンライン参加 

本校の特色、入試内容、奨学金制

度、オープンキャンパス内容他 

志戸岡 

同 さんぽう 飯南 2 オンライン参加 

本校の特色、入試内容、奨学金制

度、オープンキャンパス内容他 

志戸岡・

杉田 

同 さんぽう メッセ津 11 本校の特色、入試内容、奨学金制

度、オープンキャンパス内容他 

中川・ 

川谷 

3.11.18 さんぽう 松阪商工会議所 22 

 

本校の特色、入試内容、奨学金制

度、オープンキャンパス内容他 

志戸岡 

3.12.15 さんぽう 久居農林 7 本校の特色、入試内容、奨学金制

度、オープンキャンパス内容他 

前田 

4.2.10 さんぽう 紀南 4 オンライン参加 

本校の特色、入試内容、奨学金制

度、オープンキャンパス内容他 

志戸岡 

4.3.9 ライセン 三重 17 オンライン参加 大西 



 

 

スアカデ

ミー 

本校の特色、入試内容、奨学金制

度、オープンキャンパス内容他 

4.3.14 昭栄広報 松阪工業 3 学ぶ内容、入試方法、学費等 西 

4.3.15 さんぽう 伊勢学園高校 18 学ぶ内容、入試方法、学費等 橋本 

 

〈看護講話〉 

期間 場所 対象生徒 出席教員 

3.12.9 久保中学校 わくわくスクール講話 ２年生 西、中川 

4.2.22 西中学校  わくわくスクール講話  （中止） 

   

７．学生情報   （ ）は男子再掲、単位：名  

① 受験状況（２３回生） 

応募者数 受験者数 合格者 入学者数 

９０（１７） ８９（１７） ４８（３） ４０（２） 

 

② 学生数（４．４現在）   

計 １年生 ２年生 ３年生 

１２０（ ９） ４２（ ４） ３８（１） ４０（４） 

  

③ 国試合格状況（２０回生）（４．３現在） 

 卒業生 
国試 

合格者 

３９（７） ３８（７） 

 

④ 就職状況（２０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 

松阪 

厚生病院 
県内 進学 

その

他 
計 

１８ 

（４） 

１０ 

（２） 

６ 

（１） 

  １ １ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

３９ 

（７） 

 

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 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 キャリプマリシェル  

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 伊藤友木子 （株）will Staff 

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 
中村智昭 なかむら内科クリニック 

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 野呂医院 

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 

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 

横山孝子 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 

濵口早弓 松阪中央総合病院 

谷口健太郎 松阪中央総合病院 

中西 新 松阪市社会福祉協議会 

西村幸洋 松阪市社会福祉協議会 



 

 

竹上真人 松阪市長 

小泉明弘 松阪市 

臨床看護学総論Ⅰ 

看護の統合と実践Ⅰ 
竹林正樹 松阪中央総合病院 

成人看護学概論 奥村良恵 松阪市 

成人看護学援助論Ⅰ 
中西一美 松阪中央総合病院 

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Ⅲ 
土面 直 済生会松阪総合病院 

淺井伸輔 済生会松阪総合病院 

成人看護学援助論Ⅳ 

高山 貢 済生会松阪総合病院 

祖父江亜紀子 済生会松阪総合病院 

本津美穂 松阪中央総合病院 

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 

長倉 里加 高田短期大学 

小児看護学援助論Ⅰ・Ⅱ 村端真由美 三重大学 

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 

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Ⅲ 小久保登子 松阪市民病院 

 

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、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） 

松阪厚生病院、南勢病院 

桜木記念病院、みずほの里、ケアステーションたきび、三重ベタニヤ、なでしこ苑、 

さくら園、 

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） 

みえテクノエイドセンター 

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、 

 

９．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 

      

２）学会・研修会参加 

〈学会・研修会参加：実績のみ〉 

    ４月２６日～５月１３日  

     看護師国家試験受験指導対策セミナー2021 大西教員（オンライン受講） 

    ５月 １日～３月３１日 

     カリキュラム編成セミナー 西副学校長他教員１２名（オンライン受講） 

    ５月１２日～８月３１日 

第１１１回国家試験対策指導者セミナー  大西教員（オンライン受講） 

    ６月３日 

 令和３年度日本看護学校協議会学校長会 西副学校長他教員１２名 

（オンライン参加） 

    ８月３・４日 

     第３３回 日本看護学校協議会学会 西副学校長他教員１２名（オンライン参加） 

    ８月２８日 令和３年度三重県看護教員継続研修 教員４名（中止）  

    ９月１２日 性被害防止・対応研修、地区別性教育講座 大西教員（オンライン参加） 

   １０月 ５日 日本看護学校協議会事務担当者会議 事務職員３名（オンライン参加） 

   １０月１６日 三重県看護協会看護師職能Ⅰ交流集会 橋本・橋爪教員 

（オンライン参加） 

    １０月２８日 三重県看護協会松阪支部研修会 橋爪他１名（オンライン参加） 

    １２月 ４日 助産師職能交流集会 大西教員（オンライン参加） 

    １２月１１日 三重県看護教員継続研修全体研修 中川教員他４名（オンライン参加） 

    １２月１７日 日本看護学校協議会 第３回教育研修会 橋本教員（オンライン参加） 

     ２月１１日 思春期保健指導セミナー 大西教員（オンライン参加） 

     ２月１９日 三重県看護学校校長会研修会 西副学校長他６名（オンライン参加） 

 

１０．出張 

   令和３年６月２５日  三重県看護学校校長会総会：西副学校長 

  令和４年３月２５日 看護職等養成に関する協議会：西副学校長（中止） 

 

１１．地域貢献 

   令和３年 ９月２９日 松阪警察署横断歩道ハンドルサインキャンペーンモデル校に 

指定 

   令和３年１１月    松阪市社会福祉協議会フードドライブへ協力  

 

１２．寄贈 

   令和３年１２月２３日 松阪ライオンズクラブ様より 

非接触体温計サーモグラフィー２基  



 

 

 

１３．同窓会 

「松看会」 会員数 ７６５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    4,587 件    （対前年度比 289 件減） 

 

（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3年度 11回 参加人数 170人 

     中止 3回 

 

      【一般介護予防教室開催状況】 

       令和3年度 11回 参加人数 128人 

     中止 1回 

 

 （イ）権利擁護業務 

    【令和3年度権利擁護業務に係わる相談件数】 

     消費者被害相談      6件 

       虐待相談         7件 

      成年後見制度支援相談   10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3年度 296人 

    【実態把握訪問件数状況】（対応実人数） 

      令和3年度  77件 

 

 （エ）包括的・継続的ケアマネジメント業務 

    【令和3年度各種講座開催状況等】 

     ａ 地域けあネット（過疎地域事業との共催） 

       松阪地域における新型コロナウイルス対応・地域医療構想 

     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    12回 

       ・参加延人数   211人 



 

 

     ｃ 認知症サポーター養成講座 

       ・開催回数      5回 

        中止       4回 

       ・参加延人数   272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4年1月1日現在 

     要支援1  278人、要支援2  328人 

     要介護1   503人、要介護2  375人、要介護3  336人、 

要介護4  271人、要介護5  183人 

 

 

＜居宅介護支援事業所＞ 

 居宅介護支援延べ件数    3,270 件     （対前年度比 23 件増） 

 

【令和3年度介護プラン実績件数状況】    2,480件 

  【令和3年度予防プラン実績件数状況】     790件 

   【令和3年度認定調査件数状況】        140件 

   【令和3年度住宅改修支援事業件数状況】      0件 

 

 

＜訪問看護ステーション＞ 

 訪問件数          6,783 件    （対前年度比 380 件減） 

 

  【令和3年度医療保険訪問看護件数状況】    2,452回 

  【令和3年度介護保険訪問看護件数状況】    4,331回 

  【令和3年度重症心身障害児の受入状況】     265回 

  【令和3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 6名 

   松阪看護専門学校  在宅看護実習 延べ9名 

 

 

＜ホームヘルパーステーション＞ 

 

 訪問件数          6,326 件    （対前年度比 1,710 件減） 

 

【令和3年度訪問介護件数状況】 

     総 件 数        6,326件 

     身体介護        3,115件 

     生活援助          0件 

     身体介護＋生活援助   2,479件 



 

 

     介護予防         732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3年度実施した。 

   【令和3年度実績】 

     居宅介護支援事業所 支援延べ件数      31 件 

     訪問看護ステーション 訪問件数      809 件 

     ホームヘルパーステーション 訪問件数   136 件 

 

【地域けあネット】 

  講 演：「松阪地域における新型コロナウイルス対応・地域医療構想その後」 

  日 時：令和3年 9月 13日（月）19時00分～ 

  会 場：松阪地区医師会館2階大小会議室/ZOOM（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ形式） 

  講 師：松阪市民病院院長 櫻井正樹先生 

  参加人数： 124名 

 

〔行事等報告〕 

 

4月14日 2021年度介護報酬改定ポイント 

               オンラインセミナー              （青木） 

27日 居宅介護部門担当者会議 

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

 

5月12日 令和3年度第2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） 

  13日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第1回正副支部長会議 

               松阪市社会福祉協議会             （青木） 

  18日 在宅看護専門看護師が教える「在宅での療養支援」 

               高齢者生活福祉センター             (小山) 

21日 令和3年度地域権利擁護支援研修(市町・包括管理職及び担当職員研修) 

               オンラインセミナー         （青木、殿本、野川) 

  25日 令和3年度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・総会 

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

                              オンライン               （寺添、他4名) 

25日 令和3年度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・研修会 

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

                              オンライン研修             （寺添、他5名) 

25日 居宅介護部門担当者会議 

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

6月15日 令和3年度第1回きゃりああっぷ倶楽部 

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

17日 令和3年度第2回個別移行支援連携会議 



 

 

               松阪市福祉会館                （野川） 

24、25日 第10回日本認知症予防学会学術集会 

                オンライン             （青木、辻、田中） 

  25日 令和3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             （青木、横山） 

  27日 『仕組み・つながり研修会』 

                オンライン研修                （青木） 

  29日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第3回役員会 

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

  29日 コロナ禍での介護予防・フレイル対策の推進 

                オンライン               （田中、鎌倉） 

  29日 令和3年度三重県介護支援専門員協会松阪支部第2回研修会 

                松阪市嬉野社会福祉センター       (寺添、北野) 

  29日 居宅介護部門担当者会議 

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

7月15日 南勢地区脳卒中フォーラム 

                リモート配信(Zoomウェビナー)視聴       （青木） 

  19日 令和3年度三重県介護支援専門員協会松阪支部第3回研修会 

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

  25日 レクリエーション・インストラクター養成講座 

                三重県総合文化センターフレンテみえ      （田中） 

27日 令和3年度地域権利擁護支援研修(権利擁護普及啓発研修) 

               オンライン研修             （殿本、野川） 

  27日 居宅介護部門担当者会議 

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

8月21日 2021年度一般社団法人三重県介護支援専門員協会第4回研修会 

     「アセスメントに自信が持てる！～アローチャートの基礎を学ぶ～ 

               オンライン研修              (武藤、高山) 

22日 レクリエーション・インストラクター養成講座 

                三重県総合文化センターフレンテみえ      （田中） 

  26日 第14回多職種勉強会 

               オンライン            （青木、寺添、横山） 

31日 居宅介護部門担当者会議 

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

9月12日 レクリエーション・インストラクター養成講座 

                三重県総合文化センターフレンテみえ      （田中） 

   13日 第74回(令和3年度第1回)地域けあネット 

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

                              オンライン               （寺添、他5名） 

  14日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第5回役員会 

               松阪市福祉協議会松阪支所           （青木） 

  14日 令和3年度三重県介護支援専門員協会松阪支部第4回研修会 



 

 

               松阪市福祉協議会               （青木） 

               オンライン研修            （寺添、他8名） 

  15日 第19回大府センター認知症ケアセンター 

               Web視聴                 （青木、辻） 

  16日 高齢者施設における救急マニュアル作成のためのガイドライン 

               オンライン               （青木、横山） 

  18日 管理者・主任介護支援専門員に必要なコーチング（基礎編）研修 

               オンライン研修                （寺添） 

28日 居宅介護部門担当者会議 

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

  30日 令和3年度第4回事例相談会(認知症サポート医フォローアップ研修) 

               オンライン                  （青木） 

10月12日 生活支援コーディネーターカフェ 

               Webセミナー                 （松尾） 

  18日 けあまねっと 

               オンライン                   (小山） 

  23日 管理者・主任介護支援専門員に必要なコーチング（実践編）研修会 

               オンライン研修                （寺添） 

  26日 令和3年度三重県介護支援専門員協会松阪支部第5回研修会 

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

               オンライン研修             （寺添、他6名） 

26日 居宅介護部門担当者会議 

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

 

28日 令和3年度看護職連携研修会 

             松阪中央総合病院よりオンライン配信       (横山) 

11月2日 令和3年度在宅医療・介護連携市町担当者及びコーディネーター意見交換会 

               オンライン                (青木、横山) 

   4日 新型コロナウイルス感染症対策研修会(高齢者施設等向け) 

               オンライン                  （青木） 

   9日 地域包括ケア推進会議運営幹事会専門部会 

令和3年度第1回認知症に寄り添う部会                        

          松阪市健康センター              （青木） 

   13日 2021年度一般社団法人三重県介護支援専門員協会第7回研修会 

      ケアプランの基本的な考え方と書き方 

                オンライン研修             （寺添、武藤） 

   15日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第7回役員会 

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

   15日 令和3年度三重県介護支援専門員協会松阪支部第6回研修会 

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

                オンライン研修            （寺添、他3名） 

15日 令和3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） 

   17日 令和3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 

                松阪市役所                  （青木） 

   17日 PCAFES2021オンラインセミナー会計健康診断キャッシュフロー 

                オンライン(PCA)            （松田、井坂） 

18日、19日 令和3年度認知症地域支援推進員研修 

                Web受講                    （辻） 

   19日 令和3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) 

                三重県社会福祉会館              （野川） 

   22日 令和3年度課題別研修②「リスクマネジメントWebセミナー～相談援助業務に    

おいての個人情報の取り扱いについて」 

               YouTube使用動画配信          （青木、松尾） 

  30日 ヤングケアラー現状と介護支援専門員の役割 

               オンライン(Zoomウェビナー)          （青木） 

30日 居宅介護部門担当者会議 

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

12月2日 後見申立支援研修 

               オンライン研修                 （殿本） 

  7日 令和3年度国保・高齢者医療・保健・介護担当課長・保健師合同研修会 

               オンライン研修                （青木） 

  11日 2021年度一般社団法人三重県介護支援専門員協会第8回研修会ケアプラン点検 

               オンライン研修                (武藤) 

  14日 令和3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） 

               オンライン              （寺添、他4名） 

  14日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第8回役員会 

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

  17日 令和3年度第9回松阪市認知症初期集中支援チーム員会議 

               オンライン                （青木、辻） 

17日、18日、19日 2021年度アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会 

               オンライン                  （青木） 

  18日 三重県高次脳機能障害者地域支援セミナー 

               Web研修会(配信)               （青木） 

  20日 松阪市人権施策審議会 

               松阪市役所                 （青木） 

  22日 令和3年度第1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            （寺添、他3名） 

  28日 居宅介護部門担当者会議 

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

1月13日 令和3年度災害時こころのケア研修会 

               オンライン研修               （青木） 

  14日 令和3年度「松阪地域在宅医療・介護連帯拠点」運営委員会 



 

 

               松阪地区医師会館              （青木） 

  14日 令和3年度三重県介護支援専門員協会松阪支部第8回研修会 

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

               オンライン研修            （寺添、他3名） 

  14日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第9回役員会 

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

  15日 2021年度一般社団法人三重県介護支援専門員協会第9回研修会 

     ケアマネージャーが実践するACPとは 

               オンライン研修                (武藤) 

 

  20日 後見申立支援研修 

               オンライン研修                （野川) 

  20日 令和3年度第7回事例相談会(認知症サポート医フォローアップ研修) 

               オンライン                  （青木) 

  25日 居宅介護部門担当者会議 

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

   29日 最後まで家で暮らすための勉強会 

                オンライン            (青木、松尾、小山) 

2月2日 介護事業者のための業務継続計画(BCP)作成セミナー 

               オンライン               (青木、寺添) 

3日 令和3年度三重県・難病研修会 

               オンライン研修                (青木) 

  4日 第15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代表者会議 

               松阪市嬉野地域振興局(嬉野保健センター)    (青木) 

  4日 新型コロナウイルス感染症対策に関する説明会 

               オンライン                  (寺添) 

   8日 報告会等の開催のご案内と周知のお願いについて 

オンライン                    (辻) 

   15日 令和3年度第2回きゃりああっぷ倶楽部 

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

   17日 令和3年度三重県介護支援専門員協会松阪支部第9回研修会(薬剤師会との共同開催) 

                 オンライン研修             (青木、寺添) 

   18日 松阪市包括地域ケア推進会議主催第15回多職種勉強会 

                オンライン            (青木、寺添、横山) 

   19日 2021年度一般社団法人三重県介護支援専門員協会第10回BCP研修会 

                オンライン                  (武藤) 

   24日 令和3年度三重県介護従事者確保事業親族支援研修 

                オンライン研修             (殿本、野川) 

   25日 令和3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) 

 

25日 居宅介護部門担当者会議 



 

 

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

25日 報告会等の開催のご案内と周知のお願いについて 

              オンライン                   (辻) 

3月2日 令和3年度移動サービス事例報告会 

               オンライン研修                (松尾) 

  4日 「成年後見制度利用促進法における中核機関の役割と実務研修」 

               オンライン            (青木、殿本、野川) 

  9日 報告会等の開催のご案内と周知のお願いについて 

               オンライン                   (辻) 

11日 令和3年度第4回研修会「アサーティブ・コミュニケーション研修(基礎編)」 

              オンライン研修                (鎌倉) 

12日 講師指導者養成研修 

              オンライン                  (青木) 

14日 令和3年度三重県介護支援専門員協会松阪支部第10回研修会 

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

              オンライン            (北野、川西、松尾) 

14日 三重県介護支援専門員協会松阪支部第10回役員会 

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

15日 令和3年度第3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 「令和3年度地域包括ケア市町村職員等セミナー」 

              オンライン配信                (松尾) 

18日 第3回生活支援コーディネーターカフェ 

              オンライン                  (松尾) 

24日 令和3年度第2回認知症疾患医療連帯協議会 

              オンライン                  (青木) 

25日 令和3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？～相続手続きと成年後見制度について～ 

              オンライン研修             (寺添、他3名) 

26日 地域包括ケア報告会 

              オンライン                  (青木) 

30日 居宅介護部門担当者会議 

                松阪地区医師会館           (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 9名、臨床検査技師 9名、放射線技師 5名、看護師 29 名、助手 3名、 



 

 

事務員 19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 3年度実績】    定期健康診断                      1,702人 

                 1日人間ドック                     306人 

                             1泊 2日人間ドック                  29人 

                               脳ドック                            26人                                     

    総受診者数                   2,063人     収入 32,857,828円 

 

（２）特定健康診査・後期高齢者健康診査 

    【令和 3年度実績】  国民健康保険加入者                 2,301人 

                全国健康保険協会保険加入者の配偶者          62人 

                医師国民健康保険組合員               251人 

                歯科医師国民健康保険組合員             267人 

                その他健保組合の組合員家族              10人             

     総受診者数                2,891人    収入 30,484,566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 3年度実績】 松阪市                          94人 

               明和・多気町                      103人 

     総受診者数                  197人   収入   779,770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 3年度実績】          胃がん検診              2,492人 

                        肺がん検診              2,850人 

                        大腸がん検診             3,373人 

                        前立腺がん検診             524人 

                        肝炎ウイルス検診             163人 

                        骨検診                  400人  

                        乳がん検診                290人 

                        子宮頸がん検診              180人      

総受診者数                10,272人     収入  49,703,250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 3年度実績】 巡回健診及び施設内健診の実施     収入 267,024,624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 3年度実績】  一般健診                      16,147人 



 

 

             付加健診                                        197人 

              子宮頸がん検診                       631人 

              乳がん検診                                619人 

              肝炎ウイルス検査                                 19人 

    受診者数                               17,613人    収入 228,231,703円 

 

（７）三重県医師国民健康保険加入者健診 

    【令和 3年度実績】   医師国保組合員{本人･配偶者}健診            99人 

                 医師国保組合員{職員･家族}健診             186人 

    受診者数                      285人    収入  2,546,000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 3年度実績】      健診受診者数                     1,529人 

                                                           収入   7,315,093円 

（９）教職員健康診断 

    【令和 3年度実績】教職員健診数        1,654人     収入  15,152,841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、南勢電設協同組合、㈱永谷園、㈱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、Ｊ 

     Ａ松阪、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 3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 10月 20日（水）19時 30分 

       対象者：山﨑 正  先生（松阪駅前心身クリニック） 

          ：林  香介  先生（虹が丘クリニック） 

          ：西村 誠  先生（松阪にしむら整形外科） 

             

（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   ：令和 3年 8月 1日（日）場所：大内山川 参加者 5名  

・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  ：令和4年3月25日（金）場所：ｻﾝﾊﾟｰｸﾎﾞｳﾙ 参加者9名  

・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3年 9月20日（月・祝）         該当者：25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３年度担当：志摩医師会〕 

          ・令和３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が設置されている。 

 

 



 

 

法人事業関係報告 

（１）総会の開催について 

第１９５回定例会員総会    令和３年６月１７日（木） 

      ・令和２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２年度松阪地区医師会事業報告について報告された。 

     ・令和２年度松阪地区医師会決算について承認可決された。 

     ・令和４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。 

・松阪看護専門学校新築工事計画図の承認を求める件について承認可決された。 

・松阪看護専門学校建設積立預金規程及び看護専門学校建設積立資産の設定の承認を求める 

件について承認可決された。 

 

第１９６回臨時会員総会  令和４年１月２８日（金） 

・松阪地区医師会 会長代行および副会長代行の選定に関する件について報告された。 

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

・三重県医師国保組合 今期補欠組合会議員の選任に関する件について承認可決された。 

・三重県医師国保組合次期組合会議員の選任に関する件について承認可決された。 

 

第１９７回臨時会員総会  令和４年３月１８日（木） 

     ・令和３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４年度松阪地区医師会事業計画について報告された。 

     ・令和４年度松阪地区医師会予算について報告された。 

     ・令和４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３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２年度定期監査   令和３年５月２０日（木） 

         ・令和２年度松阪地区医師会事業報告・令和２年度松阪地区医師会決算についての 

監査を行った。 

 

     令和３年度第１期（４月～７月）定期監査  令和３年９月１６日（木）（WEB併用） 

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

          ・令和３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３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３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３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３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４年２月１７日（木）（WEB併用） 

       ・令和４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４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３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。感染症対策の為WEB併用で開催した。（協議事項のみ記載） 

         ○４月１４日(水)  

      ・松阪看護専門学校新築工事計画図（案）の承認について 
・松阪看護専門学校建設積立預金規程（案）及び看護専門学校建設積立資産の設定の承認について 
・令和３年度地域医療連携に係る業務委託契約書の締結について 
・令和３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  
・松阪市地域包括支援センター運営協議会に係る委員選出について（依頼） 
・令和３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) 
・多気町予防接種健康被害調査委員会委員の推薦について 
・令和３年度地域医療懇談会（5月 20 日開催）の開催延期について 
・済生会松阪総合病院共催「第１３７回医療連携講演会」（5 月 13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」（5 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 
・松阪地区医師会会員へのチラシの配布について（お願い） 
・社会保険診療報酬請求書審査委員会委員並びに国民保険診療報酬審査委員会委員適任候補者の推薦について  
・日本医師会最高優功賞候補者の推薦について 

         ○４月２８日(水)  

        ・松阪市民病院主催「地域医療連携臨床懇話会」（5 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  
        ・松阪中央病院共催「Diabetes Online Seminar in MATSUSAKA」」（5 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  
        ・「第３回松阪呼吸器研究会」（6 月 9 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 
        ・「検脈の重要性を考える会」（6月 9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  
        ・松阪市高齢者・障がい虐待防止ネットワーク連絡協議会代表者会議代表者の選出（確認）について 



 

 

        ・令和３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) 
      ・松阪地区医師会会員 退会記念品料の贈呈について 

・多気町で開業の商業施設について 

        ・松阪市防災会議委員及び松阪市国民保護協議会委員のご選任について（依頼） 
・松阪地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員の選出について（依頼） 

         ○５月１２日(水)  

        ・令和２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 
        ・「南勢神経学セミナー」（令和 3年 6 月 21日開催）への共催依頼について 

・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８月～１０月分）割当日程表について 
        ・松阪地区医師会会員の先生方への情報共有のお願いについて 
        ・新型コロナウイルスワクチン集団接種における医師の追加派遣依頼について 
        ・新型コロナウイルスワクチン接種における各医療機関での協力依頼について 
        ・令和３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 
        ・松阪地区医師会会員 退会記念品料の贈呈について 
        ・松阪地区医師会職員の永年勤続表彰について 
        ・令和 3年度学校・園保健懇談会の開催可否について 

        ・第２７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等について  
        ・松阪中央総合病院主催「市民公開講座」（令和 3年 7月 3日開催）への後援名義の使用申請について  

         ○５月２６日(水)  

        ・明和町ファミリー・サポート・センター援助会員養成講座の講師の依頼について 

        ・「南勢地区脳卒中フォーラム」（7 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１３８回医療連携 WEB 講演会」（6 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 
        ・「Pain Live Symposium」（6 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１０回「日本医師会赤ひげ大賞」候補者の推薦について 
        ・令和４年春の叙勲及び褒章候補者の推薦について 

     ○６月２日（水） 

         ・令和２年度松阪地区医師会事業報告(案)・令和２年度松阪地区医師会決算(案)について  
        ・令和４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１９５回定例会員総会（６月１７日開催）の提案事項（案）について 
・令和３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  
        ・「発熱患者への対応について」の文書送付について 
        ・新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種について 
        ・三重県地域医療構想調整会議委員の推薦について（依頼） 

      ○６月２３日（水） 

        ・ファイザー社ワクチンによる個別接種の実施について（依頼） 
        ・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８月～１０月分）割当日程表について  
        ・新型コロナウイルスワクチン集団接種会場の理事待機順番表に係る手順書及び順番表（案）について  
        ・新型コロナウイルスワクチンの高齢者向け接種への協力について（依頼） 
        ・新型コロナウイルスワクチン巡回接種（飯南及び多気会場）追加開催における医師の派遣依頼について  

         ・令和３年度大台町関係の委託契約の締結について 

        ・済生会松阪総合病院共催「医療連携 web講演会」（7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  

        ・「Ｓｔｒｏｋｅ Ｗｅｂ Ｓｅｍｉｎａｒ」（7 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  
        ・「プライマリーケアカンファレンス」（8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  
        ・「Heart failure Web Seminar in MIE」（7月 14日開催）への共催依頼について 
        ・みえ松阪マラソン 2021救護ボランティアへのご協力について（依頼） 
        ・松阪地区医師会各部所からの稟議書の提出について 

○７月１４日（水） 

        ・「抗血栓療法 Update webセミナー in 三重」（9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  
        ・松阪市総合計画等評価委員会委員の選出について（依頼） 



 

 

        ・明和町防災会議委員の推薦について〔依頼〕 
        ・松阪市地域包括ケア推進会議主催 第１４回多職種勉強会への講師派遣及び開催案内の配布について（依頼）  
        ・「糖尿病啓発学術講演会 アドボカシーとスティグマ」（8 月 26日開催)への共催依頼について  

        ・第４期松阪市地域福祉計画策定委員会委員及び第４期松阪市地域福祉活動計画策定委員会委員の推薦について（依頼）  
        ・令和３年度救急医療功労者厚生労働大臣表彰被表彰候補者（団体）の推薦について 
        ・「第５０回医療功労賞」被表彰候補者の推薦について 
        ・令和３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  
        ・秩父宮妃記念結核予防事業功労賞 被表彰候補者の推薦について 

     ○７月２８日（水） 

        ・特定健康診査委託及び健康増進法健康診査委託に関す覚書（案）について 
        ・松阪看護専門学校部所からの稟議書の提出について 
        ・小林会長出務予定公務の交代について 
        ・松阪市民病院主催「地域医療連携臨床懇話会」（8 月 13 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年度高齢者インフルエンザ予防接種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)  

        ・松阪市男女共同参画審議会委員の推薦について(依頼) 

        ・令和３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 
     ○８月１１日（水） 
        ・令和３年度 松阪市在宅医療講演会における講師派遣について（依頼） 
        ・「松阪中央総合病院 緩和ケア研修会」(１１月２０日開催)への後援名義の使用申請について  
        ・第５次カリキュラム改正に伴う申請書の提出について 

        ・松阪市健診センター部所からの稟議書の提出について 

        ・令和４年度松阪地区医師会臨床懇話会の開催日程（案）について 

        ・「日頃見がちな呼吸器疾患 循環器医師の立場から」（9 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  

        ・「心不全地域連携の会 in 松阪」（9 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  

        ・「GLP-１ RA Online Seminar ㏌ MATSUSAKA」（9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４回 Onco-Cardiology 講演会」（9 月 28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年度松阪市社会福祉協議会賛助会員入会について(お願い) 

     ○８月２５日（水） 

        ・令和３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 
        ・令和３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３年度後期高齢者健康診査の受診期間の延長に係る契約書の締結について 
        ・新型コロナウイルスワクチン巡回接種追加開催における医師の派遣について 
        ・令和３年度 「高齢者施設における救急対応マニュアル作成のためのガイドライン」活用のための勉強会の講師派遣依頼について（依頼）  
        ・令和３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 
        ・令和３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８日（水） 
        ・「第２２回南勢神経フォーラム」（10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  
        ・「高血圧Ｗｅｂセミナー」(10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  
        ・「第１３９回医療連携講演会」（9 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  

        ・「第２回済生会松阪総合病院医療連携 web 講演会」（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  
        ・「第１４０回医療連携講演会」（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共催依頼について  
        ・松阪地区臨床集談会講演内容についてのアンケートのお願いについて 
        ・がん検診精度管理調査について（お願い） 
        ・松阪地区医師会館の清掃委託契約の締結について 
        ・健診センター部門健診代金売掛金の回収不能分の貸倒処理について 
        ・健診センター部門健診代金の減額処理について 
        ・稟議書の提出について 
        ・松阪市及び多気郡３町実施の令和３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）  

        ・新型コロナウイルス感染症対策に関する説明会(仮題)開催について 



 

 

        ・公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター令和３年度分会費納入のご案内について  
        ・令和３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 

     ○９月２２日（水） 

        ・三重県臨床内科医会「健康寿命延伸Ｗｅｂセミナー」（10月 20日開催）の周知チラシの配布について  
        ・「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会」の後援について（依頼） 
        ・令和４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) 
        ・令和３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 
        ・松阪市健診センター職員の退職について 
        ・「循環器領域のこれからの地域医療連携を考える」（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 
        ・「第３回松阪呼吸器研究会」（10 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  
        ・「高血圧 National Symposium in Mie」(10 月 21 日開催)への共催名義の使用申請について  
        ・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１１月～１２月分）割当日程表について  
        ・赤い羽根共同募金法人募金へのご協力依頼について 
        ・三重県医師会選挙管理委員会委員の推薦方について（お願い） 

     ○１０月１３日（水） 

        ・「Pain Live Symposium」(11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  
        ・「Diabetes ＆ Incretin Seminar in 松阪 ～糖尿病×災害～」(11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  
        ・「第１４２回医療連携講演会」（11月 25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１４１回医療連携講演会」（11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  
        ・「医薬連携の会～地域でみる糖尿病治療～」（11月 12日開催）への共催名義の使用申請について  
        ・「第２回ヘルペスフォーラム in三重」（12月 9 日開催）への共催名義の使用申請について  
        ・令和３年度会員忘年会の開催中止について 
        ・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  
        ・「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」の会員宛の周知文書について  
        ・令和３年度高齢者インフルエンザ接種対象者の意向調査について 
        ・日母おぎゃー献金協力のお願いについて 

     ○１０月２７日（水） 

        ・「インフルエンザ診療フォーラム in松阪」（12 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  

        ・松阪市民病院主催「地域連携臨床懇話会」（11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  

        ・「第４回松阪呼吸器研究会」（12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  
        ・令和３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 
        ・松阪地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員の選出（変更）について（依頼） 
        ・松阪市総合計画等評価委員会委員の選出（変更）について（依頼） 
        ・「小学校休業等対応助成金・支援金」制度再開に係る就業規則、パートタイマー就業規則への臨時規則の追加について  
        ・「GLP-1 Scientific Update Meetihg -New era in Diabetes Care- 」(11 月 30 日開催）への共催名義の使用申請について  

     ○１１月１０日（水） 

        ・松阪地区医師会令和４年度の会計予算編成及び令和３年度補正予算日程表（案）について  

        ・令和４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中止及び令和４年度開催について（資料なし） 
        ・「第１１５回三重心臓病ＷＥＢ講演会」(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  

        ・松阪市民病院主催「地域連携臨床懇話会」(12月 3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 
        ・「片頭痛診療 Web Seminar」(12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  
        ・松阪市民病院主催「地域連携臨床懇話会」(12 月 13 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  
        ・「松阪循環器診療 Conference」（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  
        ・「松阪循環器診療ミーティング」（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  

        ・済生会松阪総合病院「市民公開講座（ＷＥＢ）」（12月 5日開催）への共催名義の使用申請について（依頼）  

        ・正職員 給与規程の改定及び特別職員・パートタイマ－職員等就業規則の改定について 

○１１月２４日（水） 

        ・「第１４３回医療連携講演会」（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  
        ・「第１４４回医療連携ＷＥＢ講演会」(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  



 

 

        ・「第１１６回心臓病講演会」(令和 4年 1月 13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  
        ・「これからの高齢者心不全治療を考える」(令和 4 年 2 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４年度改定診療報酬改定説明会の開催日程及び開催方法について 

        ・松阪地区医師会会員へのチラシの配布について（お願い） 
        ・がんの個別化医療実現を目標としたゼブラフィッシュ飼育管理システムに関する周知依頼について  
        ・松阪地区での第６波に備えた新型コロナウイルス診療体制の基本方針について 

     ○１２月８日（水） 

        ・副会長代行の選定について 
        ・松阪地区医師会第１９６回臨時会員総会への提案事項(案)について 
        ・松阪市 令和４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４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４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４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２０２２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４年度園医の派遣依頼について 
        ・松阪乳幼稚園令和４年度園医の推薦依頼について 

        ・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４年１月～３月分）割当日程表について  
        ・新型コロナウイルスワクチン集団接種追加開催における医師派遣依頼について 
        ・松阪地区医師会主催「臨床懇話会」の開催方法の変更について 
        ・松阪市安全・安心施策推進協議会委員の委嘱について（依頼） 
        ・松阪市地域包括ケア推進会議委員変更について 
        ・松阪商工会議所主催「第３３回無料なんでも相談会」への相談員派遣のお願い 
        ・臨床検査センター正職員の採用について 
        ・「第１４５回医療連携講演会」（令和 4 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  
        ・「三重県南勢地区心アミロイドーシス医療連携Ｗｅｂセミナー 」(令和４年 2月 10日開催）への後援名義の使用申請について  
        ・令和３年度「松阪市教育功労者表彰候補」の推薦について（依頼） 
        ・定年再雇用者の給与運用内規（案）について 

     ○１２月２２日（水） 

        ・令和４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４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４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） 
        ・三重県松阪保健所感染症診査協議会委員の推薦について（依頼） 
        ・松阪地区管内令和４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  
        ・「地域で支える高血圧診療ＷＥＢセミナー」（令和 4 年 2 月 3 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  
        ・「心不全フォーラム」（令和 4 年 3 月 24 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  

     ○１月１２日（水） 

        ・「抗血栓療法 web セミナー」（2 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  
        ・大台町新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査事業業務委託契約書（案）について 
        ・松阪市予防接種健康被害調査委員会委員の推薦について（依頼） 
        ・第４期松阪市地域福祉計画策定委員会委員（後任）及び第４期松阪市地域福祉活動計画策定委員会委員(後任)の推薦について（依頼）  

        ・松阪市第一地域包括支援センター正職員の退職について 
        ・令和４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２６日（水） 

        ・令和３年度松阪地区医師会収支補正予算(案)について 
        ・令和４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１４６回医療連携講演会」(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  
        ・「脳心血管病を考える会～脳卒中と循環器病克服第二次５か年計画の実現に向けて～」(3 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 
        ・令和４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 
        ・新型コロナウイルスワクチン巡回接種における医師の派遣依頼について 

        ・新型コロナウイルスワクチン集団接種及び巡回接種における医師派遣依頼について 



 

 

        ・令和４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）  
        ・新型コロナウイルスワクチン集団接種における医師の追加派遣依頼について 
        ・防災用品・災害用備蓄品配備事業に係る管内１市３町宛への配備品支払の稟議書の提出について（松阪市分）  

        ・防災用品・災害用備蓄品配備事業に係る管内１市３町宛への配備品支払の稟議書の提出について（大台町分）  
        ・本部事務局からの稟議書の提出について 
        ・令和４年度 中川小学校 学校医適任者の変更について 
        ・令和４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 
        ・令和４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）  
        ・松阪市健診センターからの稟議書の提出について 
        ・三重県から貸与されるパルスオキシメーターの配布について 
        ・令和３年度 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（1月 13日開催）の諮問内容について  

○２月９日（水） 

        ・糖尿病性腎症重症化予防事業にかかる保健指導業務の開始及び応需医療機関のとりまとめについて  
        ・令和４年度松阪市糖尿病性腎症重症化予防事業委託契約書の締結について 
        ・令和 4年度がん検診結果票変更について 
        ・令和３年度がん検診、肝炎ウイルス検診（個別検診）業務委託契約の一部変更について 

        ・新型コロナウイルスワクチン予診票収集業務委託に係る業務委託契約書の締結について  

        ・「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 
        ・令和４年度度会町立長原保育所嘱託医の推薦について(依頼) 
        ・松阪市第一地域包括支援センター正職員（保健師）の採用について 
        ・済生会松阪総合病院共催「第１４７回医療連携講演会」(3 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  
       ・「乾癬治療を考える会 in南勢」（5月 19日開催）について 

        ・令和４年度社会保険集団指導(松阪地区医師会地区)の開催日程について 
        ・松阪市第一地域包括支援センター(介護予防支援)運営規程の一部改正について 
        ・松阪看護専門学校等給与規程の一部改正について 

        ・令和４年度「警察医」の推薦について 
        ・労災保険療養補償審査会委員適任者の推薦方依頼について 

     ○２月２２日（火） 

        ・令和４年度 松阪市関係の各種委託契約の締結について 
        ・令和４年度松阪市新型コロナウイルスワクチン集団接種会場及び巡回接種会場への医師出務（令和４年４月～６月分）割当日程表について  
        ・５歳以上１１歳以下の者への新型コロナウイルスワクチン集団接種における医師の派遣 依頼について 
        ・松阪市予防接種健康被害調査委員会委員の推薦について（依頼） 
        ・松阪中央総合病院主催「市民公開講座」(3 月 27 日開催)への後援名義の使用申請について  
        ・令和４年度地域医療懇談会の提出議題(案)について 
        ・第７回松阪地区医師会健康まつり「市民公開講座」の開催日時、場所等及び内容について  
        ・令和４年度松阪市教育支援委員会委員について（依頼） 
        ・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）の推薦について（依頼）  
        ・松阪市子ども発達総合支援センター協力医療機関(小児科)の推薦について（依頼） 
        ・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３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４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  
        ・防災用品・災害用備蓄品配備事業に係る管内１市３町宛への配備品支払の稟議書の提出について（多気町、明和町分）  
        ・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） 
        ・第７４回 「保健文化賞」候補者の推薦について 

     ○３月２日（水） 

         ・令和３年度松阪地区医師会第１次補正予算（案）・令和４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１９７回臨時会員総会提案事項(案)について  
         ・令和４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３年度松阪地区医師会会計決算及び令和４年度第１期・第２期定期監査関係日程（案）について  
        ・令和４年度地域医療懇談会の提出議題(案)について 
        ・令和４年度 生活保護法による嘱託医の推薦のお願い（依頼） 



 

 

        ・松阪市第一地域包括支援センターからの稟議書の提出について 
        ・定年再雇用者等の令和４年度継続雇用について 
        ・定年退職者の令和４年度再雇用について 

        ・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 

        ・松阪市第一地域包括支援センター職員の昇格について 
        ・松阪看護専門学校職員の昇格について 
        ・松阪看護専門学校正職員(専任教員)への登用について 
        ・臨床検査センター正職員の退職について 
        ・松阪市第一地域包括支援センター正職員の退職について 
        ・定年退職者への特別退職金支給の件について 
        ・松阪市健診センター職員の職名変更について 
        ・「松阪循環器診療 Conference」(3月 25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」(4月 13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 
        ・「ＡＲＮＩ高血圧 Web Seminar㏌ 三重」（3月 23日開催）について 
        ・「ＡＲＮＩ高血圧 Web Symposium㏌ Mie」（3月 31日開催）について 
        ・令和４年度診療報酬改定説明会の開催中止について 

     ○３月２３日（水） 

        ・令和３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３年度松阪地区医師会第２次補正予算（案）について 

        ・松阪地区医師会次期（令和 4 年 6 月 16 日定例会員総会終結時～令和 6 年 6 月定例会員総会終結時）役員選挙関係日程表（案）について 
        ・令和４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１４８回医療連携講演会」(3 月 24 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  
        ・「ＡＲＮＩWeb Seminar」（4 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  
        ・「第５回松阪呼吸器研究会」(4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  
        ・『三重 脳卒中・循環器病を考える～未病・予防・治療の観点から～ 」（4 月 20 日開催）について  

        ・「消化管障害を考える会」（4月 26日開催）について 

        ・『Medical Conference 』（4月 18日開催）について 

        ・第２８回生命の駅伝への後援名義の使用申請及び協賛依頼等について 
        ・令和４年度地域医療懇談会の提出議題(案)及び開催形態について 
        ・新型コロナウイルスワクチン巡回接種における医師の派遣依頼について 
        ・令和４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） 
        ・令和４年度多気郡学校保健会の理事の推薦について（依頼） 
        ・令和４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) 
        ・松阪市成年後見審判申立審査委員会委員の推薦について（お願い） 
        ・松阪市国民健康保険運営協議会委員の推薦について 
        ・松阪市地域包括ケア推進会議に係る委員選出について（依頼） 
        ・一次二次救急医療体制あり方検討会議委員の推薦について（ご依頼） 
        ・第９回 やぶ医者大賞の候補者の募集（推薦）について 
        ・育児・介護休業等に関する規則の改正について 
        ・松阪看護専門学校正職員の退職について 

        ・臨床検査センター職員への慰労金の支給について 
        ・松阪地域産業保健センター代表及び運営協議会委員の推薦について 
        ・松阪市健康づくり推進協議会委員の推薦について(依頼) 

 

 (６) 会長会務報告 

〇４月 

日 曜 行 事 名 

1 木 
松阪市介護認定審査会委員の委嘱状交付式出席（松阪市役所） 

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 木 第 22回松阪看護専門学校入学式出席（松阪看護専門学校） 

14 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

15 木 
新型コロナウイルスワクチン集団接種に係るシミュレーション参加（クラギ文化ホー

ル・子ども支援研究センター） 

17 土 令和 3年度第 1回郡市医師会長会議出席（三重県医師会館） 

19 月 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） 

21 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・管理職会議出席（松阪地区医師会館） 

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） 

23 金 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） 

26 月 第 1回検診･医療部門理事担当者会議出席（WEB開催） 

27 火 第 1回居宅介護部門担当者会議（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） 

〇５月 

日 曜 行 事 名 

12 水 
松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

第 2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）   

19 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） 

20 木 
令和 2年度定期監査出席（松阪地区医師会館） 

新型コロナウイルスワクチン接種推進に関する説明会出席（松阪地区医師会館）     

24 月 第 2回検診･医療部門理事担当者会議出席（WEB開催）   

25 火 
第 2回居宅介護部門理事担当者会議出席（WEB開催） 

第１回松阪市勤労者サービスセンター定例理事会出席（松阪市勤労者サービス C） 

26 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

29 土 第 2回郡市医師会長会議出席（三重県医師会館） 

31 月 令和 3年度健康増進委員会出席（松阪地区医師会館） 

〇６月 

日 曜 行 事 名 

1 火 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） 

2 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

9 水 社会保険医療担当者の個別指導立会い（三重県総合文化センター） 

11 金 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） 

16 水 
第 3回松阪地区医師会衛生委員会（WEB 開催）         
第 3回松阪地区医師会所属長・管理職会議（WEB開催） 

17 木 
松阪地区医師会第 195回定例会員総会出席（松阪地区医師会館） 

第 1回松阪地域定住自立圏共生ビジョン懇談会（松阪市役所） 

23 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

25 金 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） 

28 月 第 3回検診・医療部門理事担当者会議出席（WEB開催） 



 

 

29 火 第 3回居宅介護部門担当者会議出席（WEB 開催） 

30 水 令和 3年度松阪市健康づくり推進協議会出席（松阪市健康センター） 

〇７月 

日 曜 行 事 名 

5 月 第１回松阪市地域包括支援センター運営協議会出席（松阪市健康センター）   

7 水 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） 

8 木 第 1回松阪地域災害医療対策協議会出席（三重県松阪庁舎） 

14 水 松阪地区医師会定例理事会出席（松阪地区医師会館） 

17 土 第 3回郡市医師会長会議出席（三重県医師会館） 

 

(７)副会長会務報告 

〇４月 

日 曜 行 事 名 

1 木 松阪地区医師会職員辞令交付式 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

8 木 第 22回松阪看護専門学校入学式 齋藤副会長出席（松阪看護専門学校） 

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

15 木 

新型コロナウイルスワクチン集団接種に係るシミュレーション 平岡･冨田各副会長

出席（クラギ文化ホール・子ども支援研究センター） 

第１回松阪看護専門学校運営会議 齋藤副会長出席（WEB開催） 

19 月 
令和 3年度第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） 

21 水 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） 

23 金 
第 1回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） 

26 月 第 1回検診･医療部門理事担当者会議 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） 

〇５月 

日 曜 行 事 名 

6 木 第 2回松阪看護専門学校運営会議 齋藤副会長出席（WEB開催） 

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） 

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（松阪地区医師

会館） 

20 木 

令和 2年度定期監査 平岡･齋藤各副会長出席（松阪地区医師会館） 

新型コロナウイルスワクチン接種推進に関する説明会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席

（松阪地区医師会館） 

24 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 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 令和 3年度健康増進委員会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 



 

 

〇６月 

日 曜 行 事 名 

1 火 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） 

2 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） 

3 木 
松阪看護専門学校と実習施設との連携会議 平岡･齋藤各副会長出席（松阪地区医師会館) 

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（松阪地区医師会館） 

11 金 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 木 
松阪地区医師会第 195 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） 

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） 

25 金 第 1回松阪市地域包括ケア推進会議 平岡･齋藤各副会長出席（松阪地区医師会館） 

28 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） 

29 火 三重県予防接種センター講演会 平岡副会長聴講（WEB開催） 

〇７月 

日 曜 行 事 名 

5 月 第１回松阪市地域包括支援センター運営協議会 平岡副会長出席（松阪市健康センター）   

7 水 
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） 

8 木 第 1回松阪地域災害医療対策協議会 冨田副会長出席（三重県松阪庁舎） 

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

18 日 
令和3年度全国医師会共同利用施設施設長検査健診管理者連絡協議会年次大会 平岡副 

会長参加（WEB開催：日本医師会館） 

26 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） 

27 火 第 4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（松阪地区医師会館） 

29 木 第 4回松阪看護専門学校運営会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

〇８月   

日 曜 行 事 名 

3 火 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（松阪地区医師会館） 

6 金 令和 3年度第 1回生涯教育委員会 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

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） 

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） 

26 木 松阪市地域包括ケア推進会議主催 第 14 回多職種勉強会 平岡副会長出席（WEB開催） 

31 火 第 5回居宅介護部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

〇９月 

日 曜 行 事 名 

1 水 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･冨田各副会長 



 

 

出席（松阪市健康センター） 

2 木 第 5回松阪看護専門学校運営会議 平岡副会長出席（松阪看護専門学校） 

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） 

10 金 
新型コロナウイルス感染症対策に関する打合せ 平岡･冨田各副会長出席（松阪地区医
師会館） 

13 月 第 1回地域けあネット 平岡副会長出席（WEB開催） 

16 木 

令和 3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） 

「高齢者施設における救急対応マニュアル作成のためのガイドライン」活用のための 

勉強会 平岡副会長講師（WEB開催） 

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） 

24 金 新型コロナウイルス感染症対策に関する説明会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

25 土 第 4回郡市医師会長会議 平岡副会長出席（三重県医師会館） 

27 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） 

28 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） 

29 水 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） 

〇10月 

日 曜 行 事 名 

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） 

14 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） 

17 日 松阪中央総合病院増築棟竣工式 冨田副会長出席（松阪中央総合病院） 

20 水 新規開業会員ガイダンス 平岡･齋藤･冨田各副会長出席（松阪地区医師会館） 

22 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）  

23 土 
第 4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 

（WEB開催） 

25 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） 

26 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） 

27 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） 

〇11月   

日 曜 行 事 名 

1 月 第 2回 松阪市地域包括支援センター運営協議会 平岡副会長出席（松阪市健康センター） 

2 火 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） 

4 木 松阪地区地域・職域連携推進懇話会 平岡副会長出席（三重県松阪庁舎） 

5 金 
令和 3 年度 松阪看護専門学校推薦入学試験合否判定会議／第 6 回松阪看護専門学校
運営会議 齋藤副会長出席（松阪看護専門学校） 

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

9 火 第１回松阪地域医療構想意見交換会 平岡副会長出席（三重県松阪庁舎） 

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

11 木 第 2回松阪地域定住自立圏共生ビジョン懇談会 平岡副会長出席（松阪市役所議会棟） 



 

 

12 金 
第１回 松阪地域新型コロナウイルス感染症対策協議会 平岡･冨田各副会長出席 
（松阪地区医師会館） 

15 月 第 2回松阪市地域包括ケア推進会議 平岡･齋藤各副会長出席（松阪地区医師会館）  

17 水 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） 

22 月 令和 3年度松阪看護専門学校臨時運営会議 平岡･齋藤各副会長出席（WEB開催） 

23 火 第１回松阪市総合計画等評価委員会 平岡副会長出席（松阪市産業振興センター）   

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） 

27 土 第 5回郡市医師会長会議 平岡副会長出席（三重県医師会館） 

29 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） 

30 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） 

〇12月 

日 曜 行 事 名 

1 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）       

2 木 
松阪看護専門学校令和 4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） 

5 日 
済生会松阪総合病院「市民公開講座(WEB)」平岡副会長(会長代行)冒頭挨拶（済生会松

阪総合病院） 

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） 

13 月 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）       

14 火 令和 3年度学校･園保健委員会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

15 水 令和 3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）          

16 木 
三重広域連携スーパーシティ構想 医療 Maas実証実験車両見学 平岡副会長参加 

（松阪地区医師会駐車場） 
松阪看護専門学校卒業判定会議/第 8回運営会議 齋藤副会長出席(松阪看護専門学校) 

17 金 第 23回松阪市政推進会議 平岡副会長出席（松阪市役所議会棟） 

20 月 令和 3年度第 1回地域医療構想調整会議 平岡副会長出席（WEB 開催）              

21 火 みえ松阪マラソン第 7回医療救護専門部会 冨田副会長出席（松阪市教育委員会） 

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） 

27 月 第 9回検診･医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

〇令和４年１月 

日 曜 行 事 名 

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） 

14 金 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） 

17 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） 

19 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） 

24 月 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） 

25 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） 

26 水 
第 2回松阪市地域福祉計画策定委員会 平岡副会長出席（松阪市健康センター） 
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 金 
松阪地区医師会第 196 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） 

31 月 第 10回 検診･医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

〇２月   

日 曜 行 事 名 

3 木 令和 3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） 

4 金 
新型コロナウイルス感染症対策に関する説明会 平岡･冨田各副会長出席（松阪地区医 
師会館） 

5 土 
松阪看護専門学校一般（後期）入学試験合否判定会議／第 9回運営会議 平岡･齋藤各
副会長出席（松阪看護専門学校） 

9 水 
社会保険医療担当者の新規個別指導 平岡副会長立会い（三重県津庁舎） 
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） 

10 木 松阪地区医師会臨床集談会 平岡副会長開会挨拶（松阪地区医師会館） 

14 月 第 1回法人運営委員会 平岡･齋藤各副会長出席（松阪地区医師会館） 

16 水 第 17回松阪地区胃がん撲滅委員会 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

17 木 令和 4年度予算査定 平岡･齋藤各副会長出席（松阪地区医師会館） 

18 金 松阪市地域包括ケア推進会議主催 第 15 回多職種勉強会 平岡副会長出席（WEB開催） 

22 火 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） 

25 金 
防災用品･災害用備蓄品配備事業にかかる松阪市･多気郡 3町への目録贈呈式 平岡･冨
田各副会長出席（松阪市役所） 
第 11回居宅介護部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

28 月 第 11回 検診･医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

〇３月 

日 曜 行 事 名 

1 火 第 3回松阪市地域包括支援センター運営協議会 平岡副会長出席（松阪市健康センター） 

2 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） 

3 木 第 20回松阪看護専門学校卒業式 平岡･齋藤各副会長出席（松阪看護専門学校） 

4 金 第 8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） 

5 土 第 7回郡市医師会長会議 平岡副会長出席（三重県医師会館） 

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

15 火 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） 

16 水 みえ松阪マラソン第 8回医療救護専門部会 冨田副会長出席（WEB 開催） 

17 木 
松阪地区医師会第 197 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） 

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） 

24 木 
松阪看護専門学校令和 3年度 1、2年単位認定会議／第 10回運営会議 平岡･齋藤副会

長出席（松阪看護専門学校） 

28 月 第 12回検診･医療部門理事担当者会議 平岡副会長出席（松阪地区医師会館） 

30 水 第 12回居宅介護部門理事担当者会議 平岡副会長出席（WEB開催） 

  



 

 

 

（８）委員会開催状況（法人関係） 

・令和３年度は開催されなかった。 

 

（９） 地域医療懇談会 

     ・令和３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３年度担当：松阪地区歯科医師会〕 

         ・令和３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３年１１月２日(火)（WEB併用） 

       ・令和３年度半期（4月～9月）決算について検討された。 

       ・令和３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４年１月１９日(水) 

       ・令和３年度決算見込みについて検討された。 

       ・令和４年度予算（案）について検討された。 

 

（12）法人運営委員会 

    ・令和３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３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３年４月１日   現在会員数 ４１９名 

令和４年３月３１日 現在会員数 ３９０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 中瀬一則     明和ファミリークリニック（内科） 

4/1 Ｂ 藤田朋大     南勢病院（精神科） 

4/1 Ｂ 中村公一     松阪市民病院（整形外科） 

4/1     Ｂ 平野 直 明和ファミリークリニック→南勢病院 

4/1     Ｂ 森本 亮 松阪市民病院→野呂医院 

4/1     Ｂ 江角征哉 松阪市民病院 

4/1     Ｂ 岡田真輝 松阪市民病院 

4/1 Ｂ 藤川祐基     松阪市民病院（整形外科） 



 

 

4/1 Ｃ 大石瑛一     松阪市民病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 陳 茹     松阪市民病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ WU QI     松阪市民病院（臨床研修医） 

4/1 Ｂ 百々裕子     済生会松阪総合病院（産婦人科） 

4/1 Ｂ 竹口有美     済生会松阪総合病院（麻酔科） 

4/1 Ｃ 西 拓美     済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 藤崎慎伍     済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 松井勇人     済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 留奥 賢     済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 榊原 卓     済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｂ 市川和秀     松阪市民病院（循環器内科） 

4/1 Ｂ 飯田 仁     松阪中央総合病院（整形外科） 

4/1 Ｂ 井上健太郎     松阪中央総合病院（循環器外科） 

4/1 Ｃ 田中洸太郎     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 西浦麻華     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 福田茉由子     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 藤岡和輝     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 丸山敏司     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 水谷佳史     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 森 咲子     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 矢田貴大     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ｃ 山田竜也     松阪中央総合病院（臨床研修医） 

4/1 Ａ 山﨑 正     松阪駅前心身クリニック（精神科） 

4/30   Ａ 太田克彦   おおた耳鼻咽喉科（廃業） 

5/1 Ｂ 小倉嘉文     松阪市健診センター（内科） 

5/1 Ｃ 堀内康孝     済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

7/1 Ｂ 宇野研一郎     宇野胃腸科内科医院（内科） 

8/1     Ｂ 駒田信也 駒田整形外科→花の丘病院 

8/31   Ｃ 大石瑛一   松阪市民病院 

8/31   Ｂ 川名陽介   済生会松阪総合病院 

9/1 Ｂ 立川南絵     松阪市民病院（消化器内科） 

10/1     Ａ 林 香介 松阪市健診センター→虹が丘クリニック  

10/11     Ａ 西村 誠 松阪市民病院→松阪にしむら整形外科 



 

 

10/1 Ｂ 小池哲史     介護老人保健施設まとかた（外科） 

11/1     Ｂ 駒田信也 花の丘病院→自宅会員 

11/27   Ｂ 駒田拓也   松阪中央総合病院（死去） 

12/1 Ｂ 岡村 聡     済生会明和病院（小児科） 

12/31   Ｂ 水谷 実   松阪中央総合病院 

12/28   Ａ 地主彰夫   じぬしクリニック（逝去） 

1/1     Ｂ 加藤憲治 松阪市民病院→松阪中央総合病院 

1/1 Ａ 仁儀陽子     小西皮ふ科（皮膚科）  

1/1     Ｂ 小西清隆 小西皮ふ科 

3/14   Ｂ 狩山直之   松阪厚生病院（逝去） 

3/31   Ｂ 世古口務   松阪市民病院 

3/31   Ｂ 大岩道明   松阪市民病院 

3/31   Ｂ 古橋一樹   松阪市民病院 

3/31   Ｂ 藤川祐基   松阪市民病院 

3/31   Ｂ 服部愛司   松阪市民病院 

3/31   Ｃ 藤本脩平   松阪市民病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 小倉愛美   松阪市民病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 小川琢也   松阪市民病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 原 将希   松阪市民病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 梁 誠志   松阪市民病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 尚 聡   松阪市民病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 山本雅人   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 西田衣里   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 生川貴大   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 中川優花   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 豊田純貴   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 谷川智美   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 竹内彩華   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 斉原和志   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 小野佳希   松阪中央総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 舩山華奈子   済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 森井将基   済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 村上菜々子   済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 野口博希   済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 垂見啓俊   済生会松阪総合病院（臨床研修医） 



 

 

3/31   Ｃ 田辺奈津実   済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｃ 橋本青摩   済生会松阪総合病院（臨床研修医） 

3/31   Ｂ 正木光子   花の丘病院 

3/31   Ａ 谷本修二   伊勢志摩腎クリニック 

 

 

（16）職員の動静 

       令和３年４月 １日   現在職員数 １６１名 

     令和４年３月３１日 現在職員数 １６０名 

① 職員新規採用者 

採用年月日 氏    名 所      属 職      名 

3. 4. 1 小河美乃 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 

4. 1.31 田中美穂 松阪市第一地域包括支援センター 看護師 

4. 3.31 志戸岡聡子 松阪看護専門学校 教務主任 

4. 3.31 横山 優 松阪市第一地域包括支援センター 看護師 

4. 3.31 堤 善弘 臨床検査センター 臨床検査技師 

以上 


