
第69回仙南六郡市医師会

総会並び に講演会

宮城県医師会医師研修講習会

日時:平成 29年 7月15日(土)

午後 3時~

会場:仙台国際ホテル

主 催 仙南六郡市医師会

宮城県医師会

開催担当 岩沼市医師会



プログラム

14 : 30 受付開始

15 : 00 第69回仙南六郡市医師会総会

15 : 30 講演会・宮城県医師会医師研修講習会

司会:岩沼市医師会副会長 松島忠夫

〔講演 1) 座長:宮城県医師会常任理事 橋本 省先生

『過労死の現状と医師の役割』

仙台錦町診療所・産業医学セン.ター

センター長 広瀬俊雄先生

(講演 11) 座長:宮城県医師会常任理事 橋本 省先生

『結核の現状と将来の対応策を展望する』

~バイオ医薬品使用時の併発結核への対応を含めて~

東北大学加齢医学研究所
抗感染症薬開発寄附研究部門

教授渡辺 彰先生

17 : 30 みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会

rMMW I Nについて」

18 : 00 懇 親 会



平成29年度仙南六郡市医師会総会式次第

司会:岩沼市医師会副会長 松島 忠夫

1 .開会宣言

2. 会長挨拶

3.祝辞

4. 議長選出

5.議事

仙南六郡市医師会会長

岩沼市医師会会長

宮城県医師会会長

( 1 )平成28年度歳入歳出決算について

フド=
本木 学武

嘉数研二先生

①決算報告 名取市医師会藤谷恒明先生

②監査報告 角田市医師会油井秀夫先生

柴田郡医師会平井完史先生

( 2)平成29年度歳入歳出予算(案)について

岩沼市医師会副会長松島忠夫

( 3)次期開催担当医師会の決定

(4 )その他

6. 次期開催担当医師会会長の挨拶

7. 閉会宣言



《講演 1>>

『過労死の現状と医師の役割』

仙台錦町診療所・産業医学センター

センター長 広瀬俊雄先生

己目

一

古文

一

一演

一
一嗣
一S過労死問題の経過と現状

過労死が社会的に取り上げられてから30年になろうとしている。平成26年11月に過

労死等防止法が施行され、昨年からは「過労死等白書」が年報として発表(発刊)され、

「現状」を経時的に知ることが出来、「予防への取り組みが可能な時代」に入ってきたと

いえる。「新たな流れ」に医師・産業医も参加し、 「予防」を着実に実現していかなけれ

ばならない時でもある。 しかし、この「流れ」は、決して「順調」とは言えないのも

「現状」である。その代表が、「第 2の電通事件」である。新入社員の高橋まつりさんが、

仕事自体の長時間労働に加え、連日37項目にも昇る反省会、頻繁に行われる「接待の

担当と反省会」等に耐え切れず自ら命を絶った事件である。この事件は、「過労死等予

防法」施行だけでは尊い命は守られない、ということが白目の下になり、いわゆる「さ

ぶろく協定(労基法第36条)Jで放任されてきた「残業時間の上限青天井」の問題と相まっ

て「過重労働対策」に対する世論の高まりを背景に、政府の方も「働き方改革」の中で

の政策課題として扱われるようになってきた。ところが、強い期待が持たれたにも関わ

らず、「政労使合意」は、数々の「留保・除外事項」が盛り込まれ、「過労死防止」の流

れが「逆、流」となりかねないのが「現状」である。

S医師・産業医の役割

国際語に迄なっ(てしまっ)た「過労死 (KAROSHI)J への対策・予防の遅れには、

医学会の取り組み方も影響したと考えられる。働く人の在職死亡急増に対し「過労死」

としてではなく「急性死・突然死」として扱ったからである。 WHO・ILOが iwork-

related disease (労働関連疾患)Jを強調してきたのに対し、「生活習慣病」としてきた

ことも同様である。医師・産業医は、日常診療において「疾病・障害の労働背景を把握

する」ことを強めることが、この「現状」を前に進めることにつながる。
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(講師略歴)

広瀬俊雄(ひろせとしお)

所属:仙台錦町診療所・産業医学センター センター長

【略歴1
1970年 東北大学医学部卒業、付属病院・坂総合病院で研修、

同大呼吸器科を経て坂総合病院呼吸器科&産業医学科科長、

1984年 仙台錦町診療所・産業医学センター所長、

2014年 4月間産業医学センター長

【資格・役職】

日本労働安全衛生コンサルタント会宮城支部長(衛生コンサルタント国際標準COH)、

労働安全衛生マネージメントシステム監査員、作業環境測定士、

宮城労働局安衛労使専門家委員、宮城産業保健総合支援センター運営協議会委員・相談員

宮城県産業医、精神科・心療内科連携の会共同代表、

宮城過労死・過労自殺ネットワーク共同代表

「MEMOl 

-5-



《講演 11)

r結核の現状と将来の対応策を展望する』

~バイオ医薬品使用時の併発結核への対応を含めて~

東北大学加齢医学研究所

抗感染症薬開発寄附研究部門 教授 渡 辺 彰先生

己目

一

一要
一

一演

一

一講

一
本邦の結核患者は着実に減少している。しかし、一般病院やクリニックで結核が発生

すると困惑が大き い。 感染伝播予防はもちろん重要であるが、曙疾塗抹陽性の患者を結

核病棟のある病院に紹介して も、引き受けてもらえないことが往々にしてあるからであ

る。なぜそうしたことが起こるのか?講演では、その理由と将来の打開策、そして今、

どのように対応するのか?について述べ 併せて 臨床で使用が急増している生物学的

製剤に併発する結核への対応について述べる。

欧米には及ばな いが、本邦の結核患者は順調に減って いる。2015年の新規患者は

18，280人(人口10万対の J寵患率14.4)であ り、新規結核患者は毎年、千人規模で減少

中である。擢患率は西高東低であ り、また、農村部より都市部で高い都市型感染症であ

る。山形、長野、宮城等の11道県で擢患率がすでに10を切り、欧米先進国の域に入っ

ている。 しかし、減少して質も大きく変化した結核患者を診るのは、 66年前に制定さ

れた結核予防法(現在は感染症法に統合)で規定された古い診療体制のままであり、結

核診療の混迷はこれが主たる原因である。結核診療体制の抜本的な改革が不可避である

が、すぐに実現するわけではないので、厚労省が25年前から進めている「結核患者収

容モデル病床事業」が現在の拠りどころとなる。ただ宮城県では、結核モデル病床を設

置しているのは7医療機関の9床にとどまり、しかも仙台・県央と県北のみにあり、仙

南地区には一つもないことが問題点である。県内の各二次医療圏に最低I床以上のモデ

ル病床を設置していけば、将来の新しい結核診療体制へ軟着陸することも可能である。

生物学的製剤、特にTNF-α 阻害薬は、結核免疫の根幹をなすTNF-α の活性を強く阻

害するので、既往感染者の多い本邦では結核の増加が危慎されていたが、潜在性結核感

染症のスクリ ーニングと抗結核薬の予防投与により効果的に抑えられることが証明さ

れており、励行すべきである。
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4
彰(わたなべ あきら)

所属:東北大学加齢医学研究所 抗感染症薬開発寄附研究部門教授

【略歴1
1974年 東北大学医学部卒業、 12年間の市中病院勤務後、

1986年 東北大学抗酸菌病研究所(現加齢医学研究所)内科医員となり、

助手、講師、助教授を経て、

2007年 東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発寄附研究部門教授

【社会活動等】

砂日本化学療法学会理事長・日本結核病学会理事長 ・日本感染症学会理事を歴任

砂現在も、宮城県感染症対策委員会副委員長、宮城県結核医療地域ネットワーク会議代

表、東北大学病院感染対策実務委員会委員長、また、多くの学会の委員会の委員長や

委員を務めている

【受賞1

2009年 緑膿菌の除菌に関する研究で日本環境感染学会賞を受賞

2010年 Q熱に関する研究で日本感染症学会二木(ふたき)賞を受賞

20日年 結核医療とインフルエンザ医療に関する貢献で厚生労働大臣表彰

と共に両陛下より拝謁を賜る(第65回保健文化賞として受賞)

2017年 抗インフルエンザ薬の臨床開発とインフルエンザ感染症対策の推進への

貢献で日本化学療法学会の志賀潔・秦佐八郎記念賞を受賞
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仙南六郡市 医 師 会 規 約

第一条 (名称及び事務所)

本会は仙南六郡市医師会と称し、事務局を担当医師会事務所内に置く 。

第二条(目的)

仙南六郡市医師会共同の医学の研修、並びに医師会共通の問題を協議し、

地域間の連携を計り、会員の医業面の向上、更に相互の親睦を目的とする。

第三条(組織)

名取、岩沼、白石、角田、柴田、亘理の仙南地区の六郡市医師会を以って構

成する。

第四条(事業)

1 各郡市医師会の連携強化、 統一的施策。

2. 医学医術の振興に関する共同の事業。

3. 医学、教養、及び救急医療に関する研修等の共同事業。

4 地域社会の保健衛生の向上に資する事業。

5. その他必要となる事項。

第五条(役員)

1.会長 I名、副会長、理事若干名、監事 2名。

2 会長、副会長は理事の互選とする。

3. 会長は会を代表し、副会長は会長を補佐する。

4 各年度の担当医師会は年毎の輪番制とし、その担当医師会より会長及び

副会長が選出される。

5. 監事は前々医師会及び前医師会より l名ず、つ選任される。

第六条(会議)

1 理事会:必要に応じ会長が招集する。

2 総 会:年 l回開催し、 議長は会長があたる。

第七条 (決議事項)

本会の事業予算及び決算に関する事項は、理事会を経て総会に於いて決する。

第八条(経費)

l 本会の経費は六郡市医師会の分担金、協賛金、その他の収入を以ってこ

れに充てる。

2 本会の会計年度は、毎年4月 l日よ り翌年 3月31日までとする。

第九条(規約の変更)

本会の規約の変更は、理事会を経て総会の決議を経なければならない。

附則

この規約は平成22年 4月 l日より施行する。
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