
 

 

 

令和４年度 第２回三重県地域医療対策協議会 医師派遣検討部会 事項書 

 日時 令和４年11月22日（火） 
18時00分～ 
 オンライン開催 

議 題 

１ 地域枠Ｂ入学者における卒後の従事要件の運用等について【資料１】 

２ 三重大学医学部地域枠における診療科指定の検討について【資料２】 

３ 三重県地域医療支援センターキャリア形成プログラムの改訂について【資料３】 

４ その他 

資料１  地域枠Ｂ入学者における卒後の従事要件の運用等について  

資料２  三重大学医学部地域枠における診療科指定の検討について 
資料３   三重県地域医療支援センターキャリア形成プログラムの改訂について 

参考資料１ 令和４年度 第１回三重県地域医療対策協議会の概要について 
参考資料２  診療科別の需給推計に用いたデータ等 

令和４年度 

第２回三重県地域医療対策協議会 

令和４年12月12日 

参考資料３
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三重県地域医療対策協議会 医師派遣検討部会 委員 

 

No 役 職 委 員 名 所属・役職名 備 考 

1 部会長 伊藤 正明 三重大学学長  

2 部会員 池田 智明 三重大学医学部附属病院 院長  

3 部会員 竹田 寛 桑名市総合医療センター 理事長  

4 部会員 新保 秀人 三重県立総合医療センター 院長  

5 部会員 北村 哲也 鈴鹿中央総合病院 院長  

6 部会員 清水 敦哉 済生会松阪総合病院 院長  

7 部会員 楠田  司 伊勢赤十字病院 院長  

8 部会員 水野 修吾 三重大学医学部附属病院 副病院長（教育・地域連携担当）兼臨床研修・キャリア支援部長  

9 部会員 山本 憲彦 三重大学医学部附属病院臨床研修・キャリア支援部 初期研修センター長  

10 部会員 岡本 隆二 
三重大学医学部附属病院臨床研修・キャリア支援部 専門研修センター長 

地域医療支援センター教授 
 

11 部会員 堀  浩樹 三重大学大学院医学系研究科 研究科長  

12 部会員 堀  浩樹 三重大学医学部 医学・看護学教育センター長 （再掲） 

13 部会員 成田 正明 三重大学医学部 入試委員長  

14 部会員 西村 有平 三重大学医学部医学科 教務委員会委員長  

15 部会員 櫻井 洋至 ＮＰＯ法人ＭＭＣ卒後臨床研修センター長  

16 部会員 今野 信太郎 三重県医師会 常任理事  

17 部会員 齋藤 洋一 三重県医師会 理事  

18 部会員 渥美 和生 三重県市長会 事務局長  

19 部会員 奥村 仁孝 三重県町村会 常務理事  

20 部会員 土肥 薫 三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座 循環器・腎臓内科学分野 教授  

21 部会員 俵 功 三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座 血液・腫瘍内科学分野 教授  

22 部会員 水野 修吾 三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座 肝胆膵・移植外科学分野 教授 （再掲） 

23 部会員 問山 裕二 三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座 消化管・小児外科学分野 教授  

24 部会員 山本 憲彦 三重大学医学部附属病院 総合診療部 教授 （再掲） 

25 部会員 廣田 有美 三重大学医学部附属病院循環器内科 地域枠医師  

26 部会員 木村 隼大 三重大学医学部附属病院小児科 地域枠医師  

27 部会員 杉本 匡史 三重県医療保健部 医療政策総括監  
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〇　推薦市町 11月21日修正

担当部局 役職 出席者名

鳥羽市　健康福祉課 副参事 𠮷川　国博

志摩市　健康福祉部健康推進課 課長 橋本　勝弘

南伊勢町　子育て・福祉課 課長 栗原　茂樹

大紀町　健康福祉課 課長 藤原　桂

課長 保田　稔

主事 鈴木　和

多気町　健康福祉課 課長 森本　直美

紀北町　福祉保健課 課長 上村　毅

尾鷲市　福祉保健課 課長 山口　修史

熊野市　健康・長寿課 課長 𠮷田　裕栄

御浜町　健康福祉課 健康づくり係 課長 鈴木　基朗

紀宝町　みらい健康課 課長 森倉　一俊

伊賀市　健康福祉部 医療福祉政策課 医療福祉政策監 佃　忠俊

名張市　福祉子ども部 部長 田中　克広

津市健康福祉部　地域医療推進室 地域医療担当参事 濵田　耕二

松阪市　健康福祉部 健康づくり課 地域医療係 参事兼課長 糸川　千久佐

〇　推薦病院

病院名 役職 出席者名

三重県立志摩病院 院長 勝峰　康夫

尾鷲総合病院 院長 日下　秀人

紀南病院 院長 加藤　弘幸

上野総合市民病院 院長 田中　光司

岡波総合病院 院長 猪木　達

名張市立病院 院長 藤井　英太郎

県立一志病院 院長 丸山　貴也

松阪中央総合病院 院長 田端　正己

松阪市民病院 院長 畑地　治

大台町　健康ほけん課

地域枠Ｂ推薦市町・病院　出席者

令和４年度　第２回三重県地域医療対策協議会医師派遣検討部会
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