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栃木県眼科医会理事会議事録 (平成28年度第１回) 

  

日時：平成28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、吉澤(徹)副会長、城山、石﨑、大久保（彰）、大野、蘇、福島、斉藤(哲)、高橋(雄)、苗

加、早津(宏)、大柳、井岡、細川、堤(雅)、上田、井上(裕)、永田(万)理事、宮下監事    計21名 

欠席：牧野、後藤理事、鈴木(隆)監事、早津(尚)、柏瀬(宗)、川島、妹尾顧問   計 7名 

 

《原会長挨拶》 

みなさま本日もお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。あと一期、再来年まで2年間を引き続き

会長職をやらせていただきます。それに伴い理事会組織もあと2年間このままで頑張っていただきます。これか

ら１）関ブロ開催 ２）栃眼医選挙規程の制定 ３）平成 29 年度目の愛護デーの際の拡大講習会とやらねばな

らないことが沢山ありますのでよろしくお願いいたします。 

 

《総 務》 

報告： １．平成28年度第1回日眼医定例臨時代議員会出席報告(4月2日(土)、4月3日(日)（東京コンファレンス

センター）原会長 吉澤副会長出席 

 

     高野日眼医会長のあと一期の在任が決まった。また新常任理事の顔ぶれも決定。 

     １）今後の活動について、①会員間の情報伝達、②財政引締め、③勤務医会員の増加に伴って勤務

医の理事の選任、④平成30年度改訂に向けた活動、⑤ビジョンバンの活用について、⑥公的

健診の充実、 

       ⑦ＣＬ、⑧新専門医制度の対応、等が話題となった 

     ２）平成27年度活動報告 

     ３）平成28年度事業計画・予算案 

 

２．平成28年度栃眼医総会開催報告（4月17日(日) 自治医大） 

 出席者83名、委任状28名、計111名で総会は成立  （会員総数 171名） 

 

３．日眼医より「平成28年度各種補助事業と日眼医からの通知予定の一覧」送付 

 日眼事務局からＭＬで送付された 
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４．平成28年度関ブロ (6月18日(土)宇都宮グランドホテル)の事前調査の件 

  事務局より連絡 

    １）出席者 

原  裕 （県会長・日眼医代議員）吉澤 徹 （県副会長・日眼医代議員） 

宮下 浩 （関ブロ顧問） 

２）提出議題：今後の関東甲信越眼科学会のあり方について（経済面について） 

３）報告事項   なし 

４）健康保険委員会    

出席者：井岡大治 （県理事） 、 苗加謙応（県理事・国保審査委員） 

    大野研一 （県理事・社保審査委員） 

提出議題： 

質問１）コンタクトレンズ診療に関して 

＜過去にＣＬを作成しＣＬ検査料を請求した場合初診料は請求できない＞という事項

で例外（初診料を認めている）を認めておりますでしょうか。 

          （ はい  いいえ ） 

 

（はい）と回答された県では次に当てはまる項目にご回答ください 

①初診料請求が５年以上前である。 

初診料を（認める・いいえ） 

②今回の受診とは関係なくＣＬ装用を自ら中止している場合。 

初診料を（認める・いいえ） 

③青本に記載されている除外項目に当てはまる事項で受診した場合。 

初診料を（認める・いいえ） 

その他除外項目があればご回答いただければ幸いです。 

 

（いいえ）と回答された県では次に当てはまる項目にご回答ください 

＜初診料が認められない場合、屈折と矯正視力①の同時算定はどのように対応しており

ますでしょうか 

①ＣＬの処方のない場合と同様に、新たな屈折病名がある場合は同時算定を認める 

②再診であるなら同時算定は認めない 

③その他 
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今後＜過去にＣＬを作成しＣＬ検査料を請求した場合初診料は請求できない＞という事項

に除外項目を設けていく予定はありますでしょうか？その場合どのような除外項目が

考えられるでしょうか？各県のご意見をお聞かせください。 

 

質問2）審査員の交代はどのように行っていますか？ 

（審査の場所、審査員の就任期間、選択条件などあればお教えください。） 

質問３）ここ１年間での縦覧、突合による査定、再審査で傾向的な事項があればお教えく

ださい。 

勤務医委員会     

出席者：上田 昌弘（県理事、）牧野 伸二(県理事)、永田万由美（県理事） 

提出議題：１．短期滞在手術等基本料３（水晶体再建術、片眼）の大幅な点数減少に対

する、各病院での対応について。 

           （出来高算定での点数がわかれば教えてください） 

２．各病院における電子カルテの現状と問題点について。 

           （紙カルテの保存期間について教えてください） 

３．各病院における眼科領域のジェネリック採用薬剤（点眼薬）の現状につ

いて。 

男女共同参画委員会  

出席者：細川美奈子（県理事）高橋雄二（県理事）大柳静香 （県理事） 

提出議題：栃木県における託児所設置の試みと今後の課題について 

 

５．平成27年度物故者調査 

  事務局より回答（早津尚夫先生、斉藤武久先生、山川高子先生） 

 

６．平成28年度日眼医表彰者の件 

会長表彰(2名) 原 たか子先生、牧野伸二先生 

日眼医より 直接送付していただく。 

 

７．会員の変更 

  勤務先変更  Ｂ 大島春香  （大島内科小児科医院） 

   

協議：１．平成28年度第1回日眼医定例臨時代議員会出席報告出席者と提出議題(6月26日(日)ザ・キャピトル東
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急） 原会長・吉澤副会長 出席予定 

    ①身体障害者の認定基準について、眼疾患の条件が厳しすぎるのではないか？ 

    ②介護保険：主治医意見書に眼疾患の項目を入れてほしい（現在は欄外に追記している） 

 

２．第52回関東甲信越眼科学会開催の件（6月18日(土)・19日(日) 宇都宮グランドホテル） 

 事前登録状況 医師 169名 コメディカル109名（平成28年5月18日現在） 

        懇親会 事前登録130名  概算で200名参加か？ 

  ・医療従事者講習会(鈴木重成先生)の資料準備の件（何部準備するのか） 

    着払いで事務局に届く。 

  ・関ブロ関連会議資料の印刷の件 

    奥脇先生から送られてくる原稿を冊子にする。 

 ・会議の席順の件 開催地順にと名まわりを基本 

 ・寄付金の状況について （抄録等に謝辞を加えて協賛企業一覧を表示：金額別に） 

  ・資金の使途を明確にするため、企業寄付は学術集会の経理に入れる。懇親会・ゴルフ・観光は会

計を別建てにする。 

 

３．入会希望者について（転入、開業を含む） 

入会 Ｃ  山崎  駿（獨協医大眼科） 

転入 Ｂ 中島 基宏（青木眼科医院）   東京都より 

 

《経 理》 

報告：１．栃木県アイバンク協力募金の件 

    総会日(4月17日(日))に栃木県アイバンクが預かり集計。 

    27施設から 365,842円集まった 

 

２．第71回栃木県眼科集談会収支報告 

  78名 会費収入 265,500円  支出 456,325円  

 

協議：１．本年度眼医会費等の徴収について 

5月25日(水)に請求書発送 （自動振り込みは6月8日(水)に引落し） 

 

２．一次救急診療保険更新の件 
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 例年通り更新 

 

《学 術》 

報告：１．第25回下野眼科談話会の件（獨協医大主催、3月18日(金)宇都宮グランドホテル） 

特別講演１：「硝子体手術の現状と課題」 78名参加 

平田  憲 先生（医療法人社団研英会 林眼科病院） 

特別講演2：「目に見えない眼底疾患を診断する」 

町田 繁樹 先生（獨協医大越谷病院眼科 教授） 

 

２．第71回栃木県眼科集談会の件(4月17日(日)自治医大) 総会と同時開催 

特別講演「糖尿病網膜症に対する光凝固術と糖尿病患者のロービジョンケア」 

 加藤 聡 先生（東京大学眼科准教授） 

 

３．県医師会より依頼の「栃木県医学会々誌（Vol.46 2015）投稿原稿」の件 

平成27年度活動内容と平成28年度登録分科学会役員名簿は、事務局で作成、投稿。 

自治医科大学・獨協医科大学から希望があれば寄稿 

 

協議：１．第55回栃眼医研究会の開催の件 

  平成29年1月開催  白神先生 岡山大 

             近藤先生 産業医大 

 

２．第72回栃木県眼科集談会の開催について 

 平成28年11月11日(金) 宇都宮市医師会館 特別講演 自治医大 （小幡先生） 

 

３．第39回獨協医大栃眼医合同講演会の件（７月15日(金) 獨協医大） 

       越谷病院 松島先生 

       えだがわ眼科 枝川先生 

 

《医療安全対策及び福祉》  

報告：１．コメディカル講習会の件 

第5回 5月8日(日) 
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協議： 第84回栃眼医親睦ゴルフコンペの件(6月5日(日)宮の森カントリー倶楽部) 

4組 16名で実施予定 

 関ブロ ゴルフコンペの下見を兼ねる 

 

《保 険》 

報告：１．平成28年度第1回健保研究会の件（4月17日(日)自治医大） 

    井岡先生 総会に引き続き開催 

 

協議：１．平成28年度全国審査員連絡協議会の件(6月5日(日)AP品川アネックス) 

     木村先生出席予定 

 

２．日眼医より依頼の「眼科診療実態調査 医療機関推薦」の件 

  今まで担当されていた斉藤クリニック(斉藤武久先生)ご逝去のため１施設を推薦する 

      いのき眼科 猪木先生に依頼 

     

《広 報》 

協議：１． 栃眼医会報49号について 

      山川高子先生の追悼文の担当の件 小暮先生 

    関亮先生の追悼文の担当の件  城山先生・石崎先生・千葉先生 

 

《学校保健》 

協議：１．日眼医より送付の「色覚にかかわるアンケート調査」の件 

締切りは、6月30日(木)  苗加理事より提出済み 

 

２．第40回全国眼科学校医連絡協議会の出席者と提出議題について(9月25日(日)、東京グランドホテル)   

苗加理事出席予定 

  本県からの提出議題 色覚検査の実施年齢について 

            複数の学校から、色覚検査票が不備で新規購入もされていない件 

 

《公衆衛生》 

報告：１． 平成28年度 眼科一次救急診療予定日を新聞社に連絡 

事務局より5社（朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、下野新聞）に連絡 
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２．日眼医より送付の「平成28年度目の愛護デースローガンおよびポスター」の件 

ポスターの必要枚数は130枚と日眼医に連絡 

平成28年度のスローガン 

「年に一度は、めめ先生に見てもらおう！気づきにくい目の病気をチェックしてもらおう。～目の

健診はお近くの眼科専門医で～」 

 

協議: １．平成28年度 目の愛護デー記念行事の件 

   平成28年10月2日(日) 開催  ララスクエアビル9階 宇都宮市保健センター 

  公開市民講座 自治医大 高橋先生 ＡＭＤ 

  無料相談   大柳先生 石橋先生  

  

２．地域医療に係る県民協働事業費補助金申請の件（目の愛護デーに対する助成金） 

  今年はまだ案内が来ていない：堤理事から県に問合せ 

 

３．次期一次救急診療の件 

保険と当番表 

保険の手続きは、事務局が担当する。 

関ブロ開催後に当番表を発送する。 

 

《医療対策》 

報告：１．栃木県庁薬事課への依頼の件（4月26日(火)とちぎ健康の森） 

コンタクトレンズ管理者講習会の講演依頼に栃木県庁薬務課へ   

原会長と高橋(雄)理事 

       講習会は平成28年11月27日(日)開催 

 

《勤務医》 

協議：１．第21回栃木県眼科手術談話会について（5月20日(金)宇都宮市医師会館） 

 特別講演「ＩＯＬ位置異常眼の対処法―ＩＯＬ強膜内固定術を中心に―」 

太田 俊彦先生（順天堂大学医学部附属静岡病院 眼科教授） 

一般演題（３題） 
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≪男女共同参画≫ 

 報告：1．日眼医より依頼の担当者確認の件 

細川理事が担当する旨を日眼医に回答 

 

《その他》   

第52回関東甲信越眼科学会抄録の追加、シャトルバス乗り場「6番」 

6月1日(水)  関ブロ準備委員会（最終回）を開催する。 

  7月20日(水) 第2回 理事会を開催する 

 

以上 

 

（福島一哉 記） 

 


