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栃木県眼科医会理事会だより(平成24年度第5回) 

 

日 時：平成25年1月30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、蘇、大沼(修)理事、宮下監事   計18名 

欠席：早津(宏)、小幡、牧野、松島(博)理事、鈴木(隆)監事、早津(尚)、稲葉(光)、田口、柏瀬(宗)、 

 斉藤(武)、 川島、佐藤、妹尾顧問                   計13名 

 

《会長挨拶》   

皆様お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今年最初の理事会ですのでよろしくお願

いいたします。 

 

《総 務》 

報告：１．会員の異動 

退会 Ａ 三森 美枝 （三森眼科医院） 

Ａ 阿部  傑 （陽東眼科） 

転出 Ｂ 杉  恵子 （おちあい眼科）     

    

２．栃眼医総務部会開催報告  平成24年12月3日開催 

１）来年度予算/事業計画 予算を栃木県眼科医会の発展のため有益に活用 

  (城山理事より一般会計及び医事対策費について説明があった) 

２）学校医について ： 検診マニュアル作成 眼科学校医の重要性のアピール 

３）日眼医の公益法人化に即した、栃木県眼科医会会則の変更について 

４）ＨＰの活用について  

 

３．平成25年度の永年会員の表彰について（栃眼医会則、施行細則第３章第２項「20年

以上の会員で80歳以上の会員を永年会員として表彰」） 

  該当者は無し。 
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協議：１．平成24年度第２回関ブロ支部長会議、関ブロ連絡協議会の出席者と提出議題 

（3月3日(日)横浜市ホテルキャメロットジャパン） 

        出席者：支部長会議     原会長出席   

            関ブロ連絡協議会  宮下監事 吉澤副会長  

 

 ２．獨協医大の理事交代の件 

4月から後藤先生と大沼先生が交代になる 

 

３．第53回総合医学会に関する事前調査について 

眼科医会からの演題があれば届け出る。 

 

４．次回理事会の開催日について 

3月20日(水)は祝日なので4月17日水曜日に開催する。 

（日眼医代議員会が終わってから） 

 

《経 理》 

報告：１． 平成24年度栃眼医忘年会収支報告 

A会員14名 B会員8名 C会員5名  収入230,000円  支出332,380円 

一般会計より102,380円支払い 

 

２．第46回栃眼医研究会収支報告 

A・B会員 52名 C会員3名  収入164,000円   

 

３．各都道府県眼科医会活動助成金について 

日眼医から平成24年12月13日 10万円振り込みがあった 

 

４．平成24年度日本眼科医連盟交付金について 

43,000円の交付があった。 
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協議：１． 平成24年度栃眼医決算報告案作成の件 

現在作成中である。 

 

２．平成25年度栃眼医予算案作成の件 

現在作成中である。 

 

３．本年度と来年度の一次救急診療のタクシー代の件 

請求書にタクシー代の表を添付の上、ＮＨＯ病院へ送付する。 

ＮＨＯ栃木病院からの振り込みは、本年度までは、50万円、来年度からは95万円に

増額予定。 

 

《学 術》 

報告：１．第48回栃眼医研究会の件（大塚と共催、1月18日(金)宇都宮グランドホテル） 

「Hybrid monovision」 

清水公也先生（北里大学眼科学教室 教授） 

「すぐに役立つ白内障手術トピックス」  

松島博之先生（獨協医科大学眼科学教室 准教授） 

 

協議：１．栃木眼科セミナー(自治医大、興和創薬共催、当会後援 2月22日(金))の件 

座長：自治医科大学 川島秀俊先生 

ミニレクチャー：「加齢黄斑変性と後部硝子体剥離の関係」 

               高橋秀徳先生（自治医科大学) 

特別講演：   「BRVOの臨床」 

               飯島裕幸先生（山梨大学 眼科） 

 

２．第22回下野眼科談話会の件（獨協医大、ＭＳＤ共催、当会後援、3月22日(金)小山

グランドホテル） 

特別講演：「身近な眼瞼疾患」野田実香先生(北海道大学眼科 助教) 

一般演題 ３～４題 
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３．第65回栃木県眼科集談会の件(5月12日(日)自治医大) 

特別講演：「日常の角膜感染症における落とし穴」 

佐々木香る先生（星ヶ丘厚生年金病院 眼科） 

 

４．第49回栃木県眼科医会研究会の件 

        6月14日(金)(予定) 宇都宮グランドホテル  

        特別講演：大越貴志子先生（聖路加病院） 

 

《医療安全対策及び福祉》  

報告：１． 栃眼医忘年会開催報告（12月7日(金)宇都宮東武ホテルグランデ） 

27名参加  

 

協議：１．第78回栃眼医ゴルフコンペについて(4月14日(日)太平洋アソシエイツ佐野ヒルクレ

ストコース) 

会員へ郵送にて通知する。 

 

《保 険》 

報告：１．「平成 24 年度 各都道府県眼科医会健保担当理事連絡会提出議題」に対する最終日

眼医見解の送付について 

2月20日(水)刊行の日本の眼科に掲載 

 

２．第2回栃木県審査委員連絡会開催報告（12月10日(月)宇都宮市医師会館） 

         

３．薬価基準追補収載について(11月22日(木)、12月14日(金)) 

        アイリーア硝子体内注射液 

        ラタノプロスト点眼液0.005%｢杏林｣ 

        レボフロキサシン点眼液0.5％「ＴＹＫ」 

        レボフロキサシン点眼液0.5％「ファイザー」 

 

協議：１．審査委員の交代について(平成25年5月より) 
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社会保険担当：旭先生から木村先生に交代する。 

 

 ２．平成25年度 第1回健保研究会開催について 

   5月12日に開催する。 

 

 ３．平成25年度全国審査員連絡協議会（5月26日(日)東京プリンスホテル） 

宮澤先生が出席予定。 

 

《広 報》 

報告：１． 会誌46号について 

巻頭言は、旭先生が担当する。 

 

協議：１．平成24年度関ブロ会報編集委員会の件（2月3日(日)新横浜プリンスホテル） 

大野先生が出席予定。 

 

２．集談会プログラム投稿の件 

講演抄録を必ず提出していただく。 

 

 ３．ホームページリニューアルの件 

今まで齋藤先生のご厚意により開設・更新していただいてきたが、理事会で運用し、

情報発信機能を高める方向で検討。 

 

      ４．栃眼医会報の編集委員会について 

会報発行に際して編集委員会を招集する。 

 

《学校保健》 

報告：１．第3回栃木県学校保健部理事会出席報告(11月29日(木)護国会館)  

苗加理事 学校保健委員会への参加状況を報告 

 

２．日眼医より「先天性色覚異常の受診者に関する実態調査について」の御礼と報告の
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件 

日本の眼科 第83巻 10・11号に掲載 

 

協議：１．日眼医より依頼の「学校での消石灰使用および消石灰眼障害等に関するアンケート

調査」の件（12 月 20 日(木)） 

H19に行ったアンケートおよびH19.11.2 文部科学省から各学校にあてた「運動場の

ラインなどに使用する石灰の取扱いについて」の課長通知をふまえ今回はその後の

経過について各都道府県眼科医会 学校保健担当役員にアンケートを実施された。 

 

《公衆衛生》 

報告：１．とちぎロービジョンネットワークの会から送付の「第 1 回セミナー」(3 月 3 日(日)

の案内の件 

日時：平成 25 年 3 月 3 日  10：00～15：00 

場所：宇都宮市総合福祉センター 

当会も協力団体となっている。 

 

２． 眼科一次救急診療が新聞掲載された件（11 月 30 日(金)） 

11 月 23 日(金)（井岡理事の当番日）に取材があった。 

 

協議：１．平成25年度「目の健康講座」の開催日程について 

        10月6日(日)   

会場の都合で30分繰下げて開催（13:00集合 13時:30から開場 14時から講演） 

        相談会：受付時間を明示 

 

《医療対策》 

報告：１．平成24年度 医療機器・販売管業等の管理者に対する継続研修会 開催報告（12月9

日(日)とちぎ健康の森講堂)   

101人参加 

            

２．日眼医より送付の「HOYA 社眼内レンズに関するお知らせ」の件（12 月 21(金)） 
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遅発性眼内炎の発症 

 

協議：１． 平成25年度 医療機器・販売管業等の管理者に対する継続研修会について 

12月1日(日) 開催 講師 塩谷先生(塩谷眼科) 

 

《勤務医》 

協議：１．第18回栃木県眼科手術談話会 

5月24日(金)開催 

特別講演：原 岳 先生(原眼科病院) テーマは緑内障。 

 

《日眼医連盟》 

報告：１．平成24年度第10回連盟委員会摘録」日眼医連盟より送付（11月22日(木)） 

   

２．日眼医連盟より支援議員の衆議院選挙結果報告送付（12月17日(月)） 

お 名 前   所属議員    所属党  選挙区  結果 

1  吉田 統彦（つねひこ）  衆議院 １期民主党愛知 1区 落選 

2  藤村 修           衆議院 ６期民主党大阪 7区 落選 

3 三井 辨雄（わきお）     衆議院 ４期民主党北海道 2区 落選 

4  笠 浩史（りゅう ひろふみ） 衆議院 ３期民主党神奈川 9区 当選 

5 城島 光力（じょうじま こうりき） 衆議院 ４期民主党神奈川 10区 落選 

6 階   猛（しな たけし）  衆議院 ２期民主党岩手 1区 当選 

7 山井 和則（やまのいかずのり） 衆議院 ４期民主党京都 6区 当選 

8 川内 博史     衆議院 ５期民主党鹿児島 1区 落選 

9 加藤 公一    衆議院 ４期民主党東京 20区 落選 

10 井上 信治         衆議院 ３期自民党東京 25区 当選 

11 河村 建夫      衆議院 ７期自民党山口 3区 当選 

12 赤沢 亮正（りょうせい） 衆議院 ２期自民党鳥取 2区 当選 

13 鴨下 一郎      衆議院 ６期自民党東京13区 当選 

14 樋高 剛（たけし）    衆議院 ３期未来の党神奈川18区 落選 

15 丹羽 雄哉元     衆議院 10期自民党茨城6区 当選 
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３．日眼医連盟より「日本眼科医連盟 平成 24 年度第 11 回執行委員会 摘録」送付

（1 月 23 日(水)） 

 

４．日眼医連盟より「日本眼科医連盟 平成 24 年度第 12 回執行委員会 摘録」送付 

(1 月 23 日(水)) 

 

 

次回理事会は4月17日(水)に開催する。 

 

（福島一哉 記） 

 


