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栃木県眼科医会理事会(平成23年度第1回) 

 

日 時：平成23年5月18日（水） 午後7時 

場 所：宇都宮市医師会館 

 

出席：原(裕)会長、旭、吉沢(徹)副会長、大久保(彰）、大野、城山、苗加、福島、上田、井岡、高

橋(雄)、斉藤(哲)、堤、石﨑、安藤、早津(宏)、蘇、小幡、松島(博)理事、宮下監事、柏瀬、

斉藤(武)顧問         計22名 

欠席：牧野、大沼理事、鈴木(隆)監事、早津(尚)、稲葉(光)、田口、佐藤、妹尾顧問   

      計 8名 

[会長挨拶] 

 本日はご多忙な中お集まりいただきありがとうございます。今年度からは新しく 4 人の理事の先

生方をお迎えして、理事会の体制も一新しております。私も初めての会長職でありますので、一生

懸命やりますのでよろしくお願いいたします。 

 

[総 務] 

報告：１．平成23年度第１回日眼医定例代議員会、定例総会出席報告(4月2日(土)3日(日)東京

プリンスホテル）  

① 公益法人化について  賛成多数で公益法人を目指すことになった 

② ３．１１ 東北関東大震災の現状について報告 

２．平成23年度栃眼医総会開催報告（4月10日(日) 自治医大） 

参加者 99名  

３． 東日本大震災の当会会員の被災状況について 

会員より、計画停電への対応が大変であった等の報告を、多数眼科医会事務局に頂

いた。 

４．栃木県医師会より依頼の「栃木県結核・感染症サーベイランス委員並びに  栃木県

麻しん探索会議委員(兼任)の推薦について 
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 城山理事を推薦 

５．平成23年度よりＣ→Ｂになる会員 

大河原百合子先生(自治医大) 斉藤文信先生(獨協医大) 

中村恭子先生(獨協医大) 福井正樹先生(足利赤十字病院) 

宮下博行先生(獨協医大) 

６．会員の異動 

勤務先変更     Ｂ 堀  秀行 （日光市 阿久津医院）自治医大より 

Ｂ 佐々木 誠            自治医大より 

Ｂ 和泉田真作 （宇都宮市 済生会病院）獨協医大より 

会員種別の変更 Ｂ→Ａ 原 岳 （宇都宮市 原眼科病院） 

   Ａ→Ｂ 原 孜 （宇都宮市 原眼科病院） 

退会   準Ａ 嶋田孝吉 （小山市 間々田眼科医院） 

７．日眼医より送付「平成23年度各種補助事業一覧」について 

一覧を供覧 

 

協議：１．平成23年度第２回日眼医定例代議員会、定例総会出席者と提出議題(6月25日(土)、2

6日(日)東京プリンスホテル） 

原会長が出席予定   

２．平成23年度第１回関ブロ支部長会議、連絡協議会の出席者と提出議題(7月17日(日)

軽井沢町 軽井沢プリンスホテル） 

支部長会議 原会長 が出席予定 

連絡協議会 柏瀬顧問 宮下監事 が出席予定 

３．平成23年度関ブロ男女共同参画委員会出席者と提出議題について(7月17日(日)軽井

沢町 軽井沢プリンスホテル） 

吉沢（徹）副会長 、安藤理事 が出席予定 

４．日眼医の平成23年度表彰対象者について 

中静隆先生（高齢対象者） 
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５．入会(転入、開業を含む)希望者について 

入会： Ｂ  川島秀俊 （自治医大）  埼玉県より 

開業：Ｂ→Ａ 茨木信博 （宇都宮市にいばらき眼科クリニックを開業）    

ここで茨木先生が入会の挨拶に来会 

 

[経 理] 

報告：１．栃木県アイバンク協力募金箱集計報告 

総額 273,581円  4月7日に栃木県アイバンク口座に振込 

２．関ブロの「東日本大震災に関する災害義援金」の件 

関ブロより400万円を送った 

３．第61回栃木県眼科集談会収支報告 

収入259,500円   支出271,000円   

12500円の赤字（一般会計より補填） 

４．当会からの東日本大震災義援金について 

栃木県眼科医会 医事対策費より50万円を拠出。 

５．眼科初期救急体制整備支援事業補助金交付(平成22年度)について 

県からの補助金が22年度で終わる。23年度からは同額をNHO栃木病院から出して頂

く。（50万円） 

６．栃木県眼科医会銀行口座名変更の件 

会計担当の交代に伴い、振込口座を変更 

 

協議：１．本年度栃眼医会費等の徴収について 

口座変更に伴い、自動振替依頼書を会員の先生方に書き直していただく 

２．宇都宮市医師会の「平成 23 年度地域医療に係る県民協働事業における助成団体」

の応募について 

   「目の愛護デー」関連行事への助成申請  

３．会費滞納会員への通知について 警告書を発送 
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[学 術] 

報告：１．平成22年度栃木県医学会会誌投稿について 

          眼科からの投稿も検討 

２．第61回栃木県眼科集談会開催の件(4月10日(日)自治医大) 

99名参加 

３．第 45 回栃眼医研究会の開催の件(わかもと製薬と共催 6 月 24 日(金) 宇都宮グラ

ンドホテル) 

     講演２題 専門医制度２点 

     「ロービジョンケアは眼科医療から」 

北九州市立総合医療センター 眼科部長 髙橋 広 先生 

「網膜血管疾患の治療と問題について」 

鹿児島大学 眼科      教授  坂本 泰二 先生 

４．第19回栃木眼科セミナーの件(自治医大、興和創薬共催、当会後援) 

詳細未定 

５．日眼医から送付の第62回生涯教育講座ポスターの件 

 

協議：１ ．第62回栃木県眼科集談会の開催について 

10月 28日（金）宇都宮市医師会館 

２．第21回下野眼科談話会の延期について（獨協医大、万有製薬共催、当会後援、 

3月18日(金)小山グランドホテル） 

震災のため中止となる 

３．第51回栃木県総合医学会について(6月19日(日)とちぎ健康の森) 

演題募集は締め切られた。原稿募集は来ている。 

４．第34回獨協医大栃眼医合同講演会の件(7月22日(金)獨協医大) 
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[医療安全対策及び福祉]  

報告:１．第74回栃眼医親睦ゴルフコンペについて(5月22日(日)宇都宮カンツリークラブ) 

１１名参加予定 

２．平成23年度眼科コメディカル試験の件 

試験は行わない 

 

[保 険] 

報告：１．健保研究会の件（4月10日(日)自治医大） 

総会の後開催   

２．「プラズマガス滅菌器に係る製造販売後安全対策について」栃木県保健福祉部より

送付 

厚労省医薬品安全局より注意喚起の通知 

３．薬価収載 

        クラビット1.5%点眼   薬価はクラビッド0.5%点眼と同じ 

 

協議：１．平成23年度第1回栃木県社保国保審査委員連絡協議会の日程について 

関ブロ後に開催 

２．平成23年度関ブロ健康保険委員会出席者と提出議題について(7月17日(日)軽井沢町

軽井沢プリンスホテル） 

提出議題 メチコバールの件 

３．日眼医より送付の「平成２３年度全国審査委員連絡協議会の支部実情事前確認」に

ついて 

        

[広 報] 

報告：１． 栃眼医会報の広告掲載依頼の件 

従来通り募集 

２．栃眼医会報44号目次について 
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原稿締め切りは5月28日(土)。  

 

協議：１．ホームページの事務局の電話・住所掲載について 

FAX番号のみを掲載とする  

 

[学校保健] 

報告：１．第1回栃木県医師会学校保健部会出席報告 

      4月 28日(木) 栃木県医師会館 苗加理事が出席 

２．第42回全国学校保健・学校医大会演題募集について 

静岡県で10月22日（土）に開催する 

 

協議：１．第 35 回全国眼科学校医連絡協議会（7 月 31 日(日)東京プリンスホテル）の出席者

と提出議題 

苗加理事参加予定   

学校医の職務中の公務災害について  

宇都宮市はタクシー利用可・公務災害として認める 

栃木県は先例がないため即答できない 

国立大学は？ 

 

 [公衆衛生] 

報告：１．平成23年度｢目の愛護デー」スローガン及びポスターの件 

考えてみよう目の未来  

目の健康は眼科専門医が守ります 

２．アイバンク理事会出席報告（5月7日(土)東日本ホテル） 

原会長より参加報告 ５月７日 東日本ホテル 

３．日眼医「目の健康講座」ガイドラインの一部改定について 

        会計報告から収支報告書へ書式変更 
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協議：１．「目の愛護デー」関連行事について(10月2日(日)) 

        市民講座 講師 獨協医科大学 鈴木重成先生 

無料相談会 相談員の選定 

２．次期眼科一次救急診療の当番について 

4月 10日(日)の総会において決定済み。 

 

 [医療対策] 

報告：１．非視力補正用コンタクトレンズに係る経過措置の終了に伴う取り扱い等について 

平成２３年２月４日以降は、薬事法第１４条第１項の承認を得ていない非視力矯

正用コンタクトレンズの製造販売・販売・授与等のすべてが禁止されることにな

った。 

２．平成 23 年度栃木県ＣＬ販売管理者継続研修会講師について(とちぎ健康の森 12

月4日(日) PM14:00～16:00) 

講師 本田先生 「コンタクトレンズ使用者の実態と眼障害」 

３．「『医療機器・販売者等の管理に対する継続研究』追補版」日眼医より送付 

 

協議：１．コンタクトレンズ処方箋について 

他院で発行されたＣＬ処方箋を持参した患者さんにＣＬは販売する義務があるか？ 

    ➪あくまでもＣＬ販売所のことである。医療行為ではない。 

 

[勤務医] 

協議：１．第16回栃木県眼科手術談話会の件(5月27日(金)宇都宮医師会館) 

特別講演 講師謝礼について 

参加費の見直しも行う 

２．平成23年度関ブロ勤務医委員会出席者と提出議題について(7月17日(日)軽井沢町 

軽井沢プリンスホテル） 

上田理事参加予定   
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[日眼医連盟] 

報告：１．日眼医より「平成23年度第4回連盟委員会摘録」送付 

原会長より報告 

協議：１．日眼医連盟より依頼の吉田統彦氏(民主党)へのサポーター協力について 

      サポーター申込書が会員のもとに送付されている。宜しくご確認ください。 

 

[その他] 

報告：１．Ｊ＆Ｊ 「ビジョンケア インスティテュート」案内配布について 

会員への配布を許可した。 

 

 

次回理事会は７月20日(水)に開催する。 

 

以上 

 

（福島一哉 記） 

 

 

                                 


