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栃木県眼科医会理事会(平成24年度第2回)議事録 

 

日 時：平成24年7月18日（水） 午後7時から 

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

                     計20名 

欠席：牧野、大沼(修)理事、鈴木(隆)監事、早津(尚)、稲葉(光)、田口、柏瀬、斉藤(武)、川島、

佐藤、妹尾顧問        計11名 

 

《会長挨拶》  

原会長：皆様本日もお忙しい中、また天候不順の中お集まりいただきありがとうございます。今回もい

ろいろと議題がありますのでよろしくお願いいたします。 

 

《総 務》 

報告：１．日本眼科学会より依頼の「2012年5月21日金環日食による眼障害症例調査 協力のお願い」日

眼医より送付(5月18日(金)) 

当会事務局から、各会員へ通知済み 

 

２．「東日本大震災における日本の眼科の活動報告と提言」冊子、日本眼科学会より送付 

(5月25日(金)) 

 報告書を供覧 

 

３．平成24年度第１回関ブロ支部長会議、連絡協議会出席報告(5月26日(土)横浜市 ホテルキャ

メロットジャパン） 

原(裕)会長、吉澤(徹)代議員、宮下関ブロ顧問出席 

     支部長会議 原会長より報告 

     本県からは、県の会長をはじめとした理事の任期と日眼医代議員の任期が1年ずれている

ことについて相談。 

      日本眼科医連盟の加入率、本県は集まりが良い。 

 

     連絡協議会 宮下監事より報告 

      各支部の会長交代にあたり、山梨・新潟・千葉の各県前会長を顧問に推薦・了承された 

      男女共同参画委員会について 

      日眼医の公益法人化に伴い「支部」の名称変更「各地区」へ       
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日眼医への議題 

平成23年度会計報告 

      第49回関東甲信越眼科医会（埼玉県） 平成25年6月8・9日 大宮ソニックシティ 

      その他  

 

４．平成24年度関ブロ男女共同参画委員会出席報告(5月26日(土)横浜市 ホテルキャメロットジ

ャパン） 

安藤、早津(宏)理事出席 

   女性医師の実態調査としてアンケートを予定 

   子供の保育、託児所などについて 

 

５．平成24年度第２回日眼医定例代議員会、定例総会出席報告(6月24日(日)東京プリンスホテル) 

原(裕)、吉澤(徹)代議員出席 

      日眼医の公益法人化に伴い「総会」が無くなり代議員会が社員総会、代議員が社員となる。 

     議事 H23年度公益社団法人日本眼科医会会務並びに事業報告の件 

H23年度公益社団法人日本眼科医会 決算の件 

        公益社団法人日本眼科医会 顧問・参与委嘱の件 

        公益社団法人日本眼科医会 役員報酬等規程の件 

        上記議案はすべて賛成多数で可決承認 

 

  報告 日本眼科医会倫理綱領および倫理規定の件（日本の眼科6月号に同封された） 

     医療福祉が在宅・介護への流れとなっている中、眼科での取り組みを進めるとともに

眼科公的健診の設立に向け活動していく 

「CL処方の在り方委員会」がスタート 

     震災時のビジョンバン運用の話：平時における視覚障害者の把握が必要 

     代議員と各県(地区)の役員の任期の問題 

                 その他代表質問３９題について答弁が行われた 

       

６．日眼医「入会申込書」「変更・移動届」「退会届」様式変更について 

  供覧 

 

７．須田雄三会員(獨協医大)の母上・須田スエ様ご逝去 

 事務局より会員にFAX連絡 

 

８．多賀谷逸子（多賀谷眼科医院）閉業の件 
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９．日眼医より依頼の「アドレスシール打ち出し」の件 

今後は、規定用紙にて依頼する。会長の承認がないと出せない。 

 

10.日本眼科学会 専門医制度委員会からの手紙の件 

当県対象者は14名 

 

協議：１．平成25年度栃木県眼科医会総会開催日の件 

日眼医や日眼医連盟その他と重ならないよう検討の上、平成25年3月24日(日)で調整 

 

２．日眼医より送付の「代議員等選出規定」について 

  当県ではA案 （所轄眼科医会で選出）を推薦 

 

３．平成24年度都道府県眼に連絡会議の出席者と議題（10月21日(日)東京グランドホテル） 

  原会長が出席 

 

４．入会希望者について（転入、開業を含む） 

B→A 早坂征次  （医療法人 里栄会 早坂眼科医院） 

B→A 森谷充雄  （もりや眼科を開設）   東京都より 

   〒323-0023 小山市中央町3-3-10ロブレ632ビルB-110 

   ℡：0285-38-7996 FAX：0285-38-8211 

Ａ   早坂依里子 （はやさか眼科を開設） 

   〒329-1322 さくら市北草川2-19-7 

   ℡：028-612-5040 FAX：028-612-5041 

         

《経 理》  

報告：１．第47回栃眼医研究会収支報告 

   Ａ.Ｂ会員 42名   Ｃ会員 ２名    城山理事より報告 

     

２．栃眼医会費等の納入状況 

   Ａ会員 52名/63名中 

   Ｂ会員 60名/83名中 

   Ｃ会員 １名/ 8名中     7月 18日現在 75％の納付 

 

３．平成24年度一次救急診療「普通傷害保険」の支払いについて 

6月19日 68800円 納付済 
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協議：１． 早坂先生 新規開業の件 

承認した。 

 

《学 術》 

報告：１．栃木ドライアイの集い開催報告（大塚製薬主催、当会後援、5月25日(金) 宇都宮グランド

ホテル） 

     65名参加 

 

２．第47回栃眼医研究会開催報告(千寿製薬と共催6月22日(金) 宇都宮グランドホテル) 

45名参加 

 

３．その他の県内開催講演会等 

栃木オフサルミックセミナー（8月31日(金) 日本アルコン） 

県南地区での講演会（10月20日(土) 日本アルコン） 

 

４．小幡理事より、眼腫瘍学会開催報告および会員の皆様へ御礼 

 

協議：１．第35回獨協医大眼科栃眼医合同講演会の件（7月20日(金) 獨協医大） 

 

２．第48回栃木県眼科医会研究会について（平成25年1月開催） 

 

３．第64回栃木県眼科医会集談会開催の件 

10月12日(金)から10月19日(金)へ変更  於宇都宮市医師会館 

 

４．県南眼科フォーラムの件（6月22日(金)） 

     某製薬会社主催のセミナーが開催されたが、県眼科医会研究会と日程が同じだった 

     今後、このようなことの無いよう各社の担当者に注意喚起 

 

５．第1回栃眼医獨協眼科病診連携の会の件（9月21日(金) 獨協医大眼科・当会・日本アルコン

共催） 

 

６．第6回下都賀眼科診療セミナーの件（獨協医大眼科・ファイザー主催、当会後援） 

  10月12日(金)開催 

 

７．第6回栃木県内科眼科関連疾患懇話会の件 

  平成25年1月ごろを予定 
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８．第2回栃木ぶどう膜カンファレンス（10月5日(金)栃木ぶどう膜カンファレンス・参天製薬・

田辺三菱製薬共催、当会後援） 

 

《医療安全対策及び福祉》 

報告：１．平成24年度眼科コメディカル講習会について 

       16名が申込み、最終的に14名が修了証を得た 

 

２．日眼医より送付の「眼科コメディカルのための眼科学ガイド」改訂第9版について 

会員に案内  

 

協議：１．第77回栃眼医親睦ゴルフコンペについて 

       10月21日開催予定 

 

《保 険》 

報告：１．平成24年度関ブロ健康保険委員会関連報告(5月26日(土)横浜市 ホテルキャメロットジャ

パン） 

①前アンケート結果の送付   

②開催報告           

     井岡理事より報告 

 

２．平成24年度日眼医全国審査委員連絡協議会関連の報告（5月27日(日)東京プリンスホテル） 

①各都道府県提出議題等の事前送付 

②各都道府県実情事前確認用紙の送付 

③開催報告 

④議事結果報告の送付について 

   旭副会長より報告 

  

  ３．「平成24年度眼科診療実態調査」一般病院の定点推薦の報告 

足利日赤を推薦  （すみません、ほかにありましたでしょうか？） 

 

４．「薬価基準の追補収載について」日眼医より送付(6月 22日(金)) 

通知済み 

 

５．平成24年度第１回栃木県審査委員連絡会議開催報告（6月25日(月)宇都宮医師会館） 

井岡理事より報告 
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６．三者会談決定事項について 

       白内障手術の術前検査におけるルチーンの結膜培養検査について 

       →必要性は理解できるが、疑い病名を付けてほしい 

 

協議：１．日眼医より依頼の「介護・在宅医療担当役員」の選任について 

吉澤(徹)副会長に委任 

 

２．「突合・縦覧審査問題事例報告窓口の設置」について 

       日眼医に窓口が設置されました、会員各医療機関からの報告を受けます。 

       今まで以上に病名と処方の一致にご留意ください 

 

３．審査委員から健保研究会の開催中止の意見について 

  健保研究会の場で一問一答形式の質問には充分答えられない場合もあるため、今後は 

  事務局に集まった質問に対して、会員の先生方に説明する形式できるか検討していく。  

問の募集方法および回答の場をどうするかも検討する。 

 

４．平成24年度各都道府県眼科医会健保担当理事連絡会および第2回ブロック別社会保険協議

会の件（11月 11日(日)東京グランドホテル） 井岡理事 

議題の締切は8月6日 

 

５．日眼医より依頼の「各都道府県眼科医会眼科有床診療所担当役の選任」について 

吉澤(徹)副会長に委任 

 

《広 報》 

報告：１．栃眼医会報第45号の件 

     すでに会員のお手元に届けている 

 

２．産経新聞から依頼の「身近な健康の疑問」の取材協力依頼の件 

     大野理事に委託 

 

《学校保健》 

報告：１．第2回学校保健部会出席報告（7月1日(日)護国会館） 

     苗加理事より報告 

     学校医の先生方は、学校保健委員会にできるだけご参加ください 
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２．第36回全国学校医連絡協議の出席者と提出議題（9月30日(日) 東京グランドホテル） 

  苗加理事が出席予定  

眼科医不在の眼科健診について 

 

協議：１．芳賀郡学校保健会より依頼の「小中高の裸眼視力低下の原因についてのアンケート調査協

力」の件 

     26年間にわたり記録が残っているがデータをまとめるので、これについて考察してもらえな

いだろうかと依頼があった。データを見てから改めて検討することとする。 

 

《公衆衛生》 

報告：１．栃木県眼科一次救急当番一覧表送付 

       会員に発送済み 

                               

２．一次救急診療「普通傷害保険」契約更新の件 

事務局で手配済 

 

３．「平成24年地域医療に係る県民協力事業費補助金」交付申請（20万円）の件 

  「目の愛護デー」関連行事に対して申請し、交付が決定 

 

４．眼科一次救急診療、宇都宮市広報掲載の件 

「広報うつのみや」に掲載依頼があったので事務局より返信済み 

 

協議：１．「目の愛護デー」関連行事について(10月14日(日) 宇都宮市健康センター(ララスクエアビ

ル9階)) 

今年度のポスター・チラシ（枚数は昨年と同じ）色を検討 

新聞原稿投稿者：石崎先生に依頼 

新聞広告：例年通り 

 

《医療対策》 

報告：１．日眼医より依頼の「眼鏡に関するアンケート調査への協力」の件 

  苗加・早津・堤・齋藤（哲） 各先生に依頼 

 

協議：１．日眼医から依頼の「医事問題で特に力を注いでいる問題」について 

8月6日(月)締切 

     当県からはCLについて 
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《勤務医》 

報告：１．第17回栃木県眼科手術談話会（5月18日(金)宇都宮市医師会館）開催報告及び収支報告 

       参加55名 上田理事より報告 

 

 

２．平成24年度関ブロ勤務医委員会出席報告(5月26日(土)横浜市 ホテルキャメロットジャパン） 

大沼(修)理事出席 

 

協議：１．日眼医より依頼の各都道府県内の新眼科医数調査の件 

     入局 大学3名（獨協1名 自治2名） 大学以外0名 

 

２．第13回全国勤務医連絡協議会の出席者と提出議題について（11月4日(日)東京グランドホテル） 

      上田理事が出席 

 

《日眼医連盟》 

報告：１．日本眼科医会連盟に入会の件 

「日本眼科医会連盟に関するご入会のお願い並びに会費納入手続きのお願い」再度発送し 

新たに23名が入会した。 

 

２．日眼医連盟より送付の「日本眼科医連盟委員会 平成24年度 第6回委員会 摘碌」の件 

《その他》 

     次回理事会は9月 19日(水)に開催する。 

 

                                        (福島一哉 記) 


