
第70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30年 7月21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 亘理郡医師会



プログラムー

14:30 受付開始

1s:oo 第70回仙南六郡市医師会総会

15:30 宮城県医師会医師研修講習会

司会：亘理郡医師会理事 板橋敏之

〔講演 I〕 座長：宮城県医師会副会長 橋本 省先生

『高齢ドライバーの認知症診断について』

国立病院機構宮城病院 院長永野 功先生

〔講演 1I〕 座長：亘理郡医師会 松村

『アスベストによる健康被害と補償制度』

東北労災病院呼吸器疾患センター

士—
ロ

センター長三浦元彦先生

1s:oo 懇親会



平成30年度仙南六郡市医師会総会式次第

司会：亘理郡医師会理事板橋敏之

1. 開会宣言

2. 会長挨拶

3. 祝辞

仙南六郡市医師会会長

亘理郡医師会会長 熊谷

宮城県医師会会長

明

佐藤和宏先生

4. 議長選出

5. 議 事

(1)平成29年度収支決算について

① 決算報告 岩沼市医師会 田 中耕平先生

② 監査報告 柴田郡医師会 山家 誠先生

名取市医師会 藤谷恒明先生

(2)平成30年度収支予算（案）について

亘理郡医師会副会長 氏家 弘

(3)次期開催担当医師会の決定
3 色＼ジt

(4)その他

①包割研修医会員の分担金免除について

6. 次期開催担当医師会会長の挨拶

7. 閉会宣言
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平成 30年度「宮城県医師会医師研修講習会」（仙南地区）

《講演 I》

「高齢ドライバーの認知症診断について」

国立病院機構宮城病院院長 永：里予 功］先生

□翌夏置

昨今、高齢ドライバーによる重大事故が頻繁に報道されるようなり、

超高齢化社会における自動車事故の抑制が喫緊の課題となっている。こ

の流れを受けて、2017年 3月に運用が開始された改正道路交通法では、

高齢運転者に対して運転免許更新の厳格化が図られている。2009年か

らすでに 75歳以上の者は、免許更新時に認知機能検査の義務が課せら

れていたが、 2017年 3月以降は認知機能検査によって第一分類と判断

された者は、すべて医師の診断書提出または臨時適性検査の受検が義務

付けられるようになった。この診断書は患者・家族からかかりつけ医に

依頼されることも多く、かかりつけ医はその場合、どのように対応すべ

きか知っておく必要があると思われる。当講演では、認知症の診断と、

改正道路交通法に従った診断書作成の流れについて概説する。
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□釦腱U
永野 功（ながの いさお）

【略歴】

1976年 3月 埼玉県立浦和高校卒業

1982年 4月 東北大学医学部医学科卒業

1982年 5月 さいたま赤十字病院研修医（内科）

1984年 4月 東北大学神経内科入局

1986年 7月 日本神経学会神経内科専門医

1993年10月 マイアミ大学 (Florida, USA) フェロー

1995年 4月 ジョンズ・ホプキンス大学 (Maryland, USA)フェロー

1996年11月 国立療養所米沢病院神経内科医長

2001年 4月 岡山大学神経内科助手

2002年 4月 岡山大学神経内科講師

2005年 4月 国立病院機構山形病院診療部長

2012年 4月 国立病院機構山形病院副院長

2017年10月 国立病院機構宮城病院院長

資格：日本神経学会専門医、日本内科学会総合内科専門医

専門：臨床神経学、神経変性疾患、神経免疫疾患、認知症

~) 
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《講演 1I》

「アスベストによる健康被害と補償制度」

東北労災病院呼吸器疾患センター センター長

アスベストブロックセンターセンター長 .=.)甫 元註彦先生

□選愛置〕
アスベストは鉱物であるにもかかわらず、線維性の形態を持っており、

そのため耐熱性、耐腐食性、耐摩擦性、など種々の特性をもち、さらに

安価であることにより、様々な場面で重用されてきた。このため、建築

関係などを中心に直接的あるいは間接的な職業性曝露が多種にわたっ

て報告されてきた。アスベストは吸引されることにより、肺に健康被害

を及ぼすことが証明されているが、じん肺の一種である石綿肺、石綿肺

癌、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚の 5疾患がアスベスト曝

露に伴う労災認定の対象疾患となっている。また、アスベストを職業的

に吸引したか否かを判断する指標として、画像的には胸膜プラーク、組

織的には石綿小体の存在が挙げられる。前述の 5疾患の特徴であるが、

石綿肺は肺実質の進行性の線維性変化であり、アスベストの高濃度曝露

によってのみ発症する。石綿肺癌は、アスベストに職業的に暴露された

労働者に発生した肺癌を指し、医学的には通常の肺癌と変わらない。労

災認定のための取り決めが細かく設定されている。中皮腫はアスベスト

曝露に特異的ともいっても過言ではない悪性疾患で、その数は年々増加

している。職歴があり、組織的に中皮腫であることが示されれば、労災

認定の対象となる。一方、職歴がはっきりしない場合は、救済法により

救済の対象となる。

本講演では上記内容の詳細につき報告する。
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〔印顔饂〕

三浦 元彦（みうら もとひこ）

1956年7月31日生まれ

【履歴】

1982年 3月

1982年 5月,......_,1984年4月

1984年 5月

1990年 3月

1990年 6月,......_,1992年6月

1996年 4月

1997年10月～

2002年 7月～

2013年 4月～

2016年 4月～

【所属学会】

東北大学医学部卒業

岩手県立胆沢病院勤務

東北大学医学部第一内科入局

東北大学医学部医学博士号取得

英国国立心肺研究所胸部内科留学

東北大学医学部第一内科助手

東北労災病院呼吸器科勤務

東北労災病院呼吸器科部長

東北労災病院呼吸器センター長

東北労災病院副院長

日本内科学会（認定医・指導医）

日本呼吸器学会（認定医・指導医）

日本肺癌学会

” 
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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. その他必要なる事項。

第五条（役員）

1. 会長 1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 1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 1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）

1. 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 1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 1日より施行する。
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第 70回仙南六郡市医師会総会

宮城県医師会医師研修講習会

MENU  

【前菜】

太刀魚ずんだ焼き・培貝旨煮・鮎廿露煮・紋甲烏賊印籠焼き

焼海蛸と夏野菜の梅肉和え・楓一枝

【お吸物】

鯖葛叩き

玉子豆富・尊菜・ミニオクラ・（口）青柚子

【お造里】

本鮪中トロ・ガゼ雲丹・近海白身・妻ー式

【お魚料理】

鑢の天火焼きに新玉ねぎのコンフィ

トマトと香草入りヴァージンオリーブオイルソース

【お肉料理】

国産牛ロース肉の焙り焼きグレービーソース

村田町レフォールの醤油漬けと塩竃の藻塩添え

カルタファタに包んだ熱々の蒸し野菜を付け合わせに

【お食事】

鰻ひつま焼結び茶漬け

【デザート】

ピーチメルバ

【コーヒー】

【ホテルメイドパン】

2018年7月218(土）
於：仙台国際ホテル
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仙南六郡市医師会懇親会御座席

《3階「桜の間」》

A 
三浦元彦 先 生 ・ 丹 野 尚 昭 先 生

永野功 先生・高山敦先生

森学武先生• 平井完史先生

小松和久 先生・熊谷明

C 

自由席

E 

自由席

B
 毛利虎ー先生・ 佐藤恒明 先生

三浦義邦先生・山家誠先生

廣木貞一先生・松本純先生

高澤欣熙 先生•松村吉一

..．．．．．．．．．．．．．．．.．．・・・・ •• .¥--．-

D 

自由席

｀
 

F
 亘理郡医師会

宮城県医師会事務局

バイタルネット

亘理郡医師会事務局

＼ 



平成 30年度日医認定産業医制度研修会単位シール

（平成 30年7月21日開催）

産業医学研修手帳の下記のページに証明シールを貼付して下さい。

有

① l 宮
宮良県医師会医師研修講習会（仙冑地区）

◎これから日医認定産業医を認定申請される方（基礎研修）

① 後期研修 「(8)有害業務管理」の欄に貼付して下さい。

◎日医認定産業医の更新 (II) の手帳をお持ちの方（生涯研修）

① 専門研修 「(8)有害業務管理」の欄に貼付して下さい。


