
- 1 - 

栃木県眼科医会理事会(平成25年度第６回)議題 

 

日 時：平成26年4月16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、大久保(彰)、大野（代理出席）、城山、苗加、福島、石崎、安藤、井岡、

高橋（雄）、斉藤(哲)、堤、早津(宏）、蘇、小幡、後藤理事、宮下監事   計19名 

欠席：上田、牧野、松島理事、鈴木(隆)監事、早津(尚)、田口、柏瀬(宗)、齋藤(武)、佐藤、川島、妹尾顧問                    

 計11名 

 

《総 務》 

報告：１．日眼医代議員総務経理合同常任委員会出席報告（1月26日(日)東京プリンスホテル） 

     原会長 4月開催の代議員会について  

26年度事業計画 、決算・予算、フィリピンへの Vision Van 派遣（川崎汽船が無償搬送してくれ

た）公益社団法人としての初めての事業計画書、前文について。 

 

２．平成26・27年度代議員・予備代議員選挙の結果 

選挙規定に基づき立候補を募った結果、立候補者は定数だった。 

代議員    原 裕先生   吉澤 徹先生 

予備代議員  旭 英幸 先生 福島一哉先生 

 

３．総務部会開催報告（3月10日(月)） 

5月の総会開催について 

関ブロ開催について 

ホームページについて 

眼科1次救急について 

学校保健（検診マニュアル）について 

 

４．平成25年度第２回関ブロ支部長会議、関ブロ連絡協議会の出席報告（3月3日(日)横浜市ホテルキャメ

ロットジャパン） 

  支部長会議：原会長  日眼医役員選出について、１名枠を神奈川県から千葉県へ その他 

  連絡協議会：宮下監事 ２６年度事業計画について  本年から関ブロ補助金が３５０万円となる 

  第50回関東甲信越眼科学会 6月14・15日 幕張メッセ 

  2015年は茨木、2016年は栃木県の開催 
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５．平成26年度第1回日眼医定例臨時代議員会出席報告(4月5日(土)、4月6日(日))ザ・キャピタルホテ

ル東急） 

  原会長・吉澤副会長 出席  

役員改選選挙：高野会長以下、執行部役員が決まった 

   日本の眼科に詳細を掲載予定 

 

６．来年度よりＢ会員になる会員(2名) 

石井洋次郎（獨協医大）  坂東 誠（獨協医大） 

 

７．日眼医より依頼の平成26年度栃眼医役員の件  

  事務局より一覧表を送付 

 

８．栃木県アイバンク理事長 井上幸一様ご逝去(1月29日(水)) 

  当会より供花、弔電、香典。 

（今後、香典については返礼辞退） 

 

９．会員の変更 

転出   Ａ 中丸周一   （東武眼科クリニック）   東京都へ 

Ｂ 春野 功   （国際医療福祉大学）     秋田県へ 

Ｂ 高橋 佳二   (獨協医大眼科)   青森県へ 

勤務先変更  Ｂ 永澤 一恵    （吉沢眼科医院 ） 

 Ｂ 松原 忠之  （済生会宇都宮病院眼科） 

 Ｂ 八木加寿子   （上都賀総合病院眼科）  

 Ｂ 山田 徹人  （なかまる眼科クリニック）     

 Ｂ 鈴木隆次郎  （早津眼科医院） 

  自宅住所変更 Ｂ 細井 文子  （のうか眼科） 

 

10．日眼医より依頼の「平成25年度物故者にいて」  

小原喜隆先生（獨協医大）と稲葉光治先生(稲葉眼科）を事務局より報告する 

 

協議：１．平成25年度栃眼医会務報告案の件 

別紙：総会で会員に配布 
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２．平成26年度栃眼医事業計画案の件 

別紙：総会で会員に配布 

 

３．平成26-27年役員の件 

安藤理事退任にあたり、大柳・細川 両先生に理事就任依頼 

 

４．一次救急診療当番の件 

年末年始の当番が重ならないように調整する 

 

５．栃木県眼科医会会則、栃木県眼科医会選挙規程、栃木県眼科一次救急規程の件 

別紙、総会で承認を求める 

 

６．平成26年度栃眼医総会式次第について 

   

 

７．日眼医より依頼の「日本の眼科」掲載『男女共同参画推進委員会の頁』執筆担当者の件 

  安藤理事に依頼 

 

８．平成26年度第1回関ブロ連絡協議会(6月14日(土)千葉市ホテルニューオオタニ幕張)への出席者と提

出議題について 

原会長・吉澤副会長 出席予定 

 

９．平成26年度関ブロ男女共同参画医委員会(6月14日(土)千葉市ホテルニューオオタニ幕張)への出席者

と提出議題、アンケートについて 

  細川理事・大柳理事が出席予定 

 

10．栃木県総合医学会への出席と第54回栃木県総合医学会アンケートの件 

  旭副会長が出席、アンケートは特に無しと回答。 

 

11．当会ホームページ運営の件 

  ひき続き、検討する。 

 

12．理事会開催日について 

  今後も基本的に奇数月に開催する。次回は5月21日に開催。 
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13．入会希望者について（転入、開業を含む） 

転入  Ｂ   石橋 生朗（国際医療福祉大学病院 眼科）  神奈川県より  

Ｂ   水流 忠彦（国際医療福祉大学病院 眼科）  東京都より 

Ｂ 齋藤 由香（小山市 斎藤眼科医院）     埼玉県より  

     種別変更 Ｂ→Ａ  井上 直樹 （大田原市 井上眼科医院）  

Ａ→Ｂ  井上  成紀 （大田原市 井上眼科医院） 

Ｂ→Ａ  関本慎一郎 （市貝町  関本眼科医院） 

Ａ→Ｂ  関本 俊男 （市貝町  関本眼科医院） 

 

《経 理》 

協議：１．平成25年度栃眼医一般会計決算報告の件 

内容を確認、総会資料として準備する。 

       

２．平成 25年度栃眼医医事対策費決算報告の件 

内容を確認、総会資料として準備する。 

     

３．平成26年度栃眼医一般会計予算案の件 

内容を確認、総会資料として準備する。 

 

４．平成26年度栃眼医医事対策費予算案の件． 

内容を確認、総会資料として準備する。 

 

５．アイバンク募金の回収の件 

  昨年同様、総会に栃木県アイバンクの方がいらして対応してくれる。  

  手紙を配布する総会資料に同封する。 

 

《学 術》 

報告：１．第21回栃木眼科セミナー(自治医大、興和創薬共催、当会後援、2月14日(金)ホテル東日本宇都宮) 

開催報告 

 

２．第23回下野栃木談話会の開催の件（獨協医大主催、当会後援、2月28日(金)宇都宮グランドホテ

ル）   

一般講演４題 
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  特別講演   「白内障研究－透明水晶体の維持のために」 

               岩手医科大学眼科学講座 教授 黒坂 大次郎 先生 

 

３．県医師会より依頼の「栃木県医学会々誌（Vo.l.44 2013）投稿原稿」の件 

平成25年度活動内容と平成26年度登録分科学会役員名簿は、事務局で作成、投稿。 

 

協議：１．第67回栃木県眼科集談会開催の件(5月11日(日)自治医大) 

一般演題８題 

特別講演 「iPS細胞由来網膜色素上皮移植：ヒト臨床試験および拒絶反応対策」 

      理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター網膜再生医療研究開発プロジェクト   

杉田 直  先生 

 

２．第51回栃眼医研究会の開催の件  

6月27日(金)開催 

 

３．第37回獨協医大眼科栃眼医合同講演会の件  

7月25日(金)開催 

 

４．千寿製薬主催学術講演会の件 

8月1日(金)開催  

 

《医療安全対策及び福祉》  

報告：１．平成26年度眼科コメディカル講習会開催の件（帝京大学） 

第1回 平成26年 1月13日(月） 

第2回 2月16日(日） 

第3回 3月23日(日） 

第4回 4月13日(日） 

 

協議：１．第80回栃眼医親睦ゴルフコンペについて(4月20日(日）宮の森カントリー倶楽部） 

 

《保 険》 

報告：１．平成25年度都道府県眼科医会 介護・在宅医療担当理事連絡会（１月27日(月)バーチャル）  

  吉澤(徹)理事 出席 
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２．有床診療所におけるスプリンクラー設置に関する情報の通知について 

 

３．平成26 年度全国審査委員連絡協議会の出席者、議題提出について（5 月 25 日(日)東京プリンスホ

テル） 

木村純審査員出席予定 

 

４．平成26年度関ブロ健康保険委員会(6月14日(土)千葉市ホテルニューオオタニ幕張)の議題、アンケ

ートの募集について 

  千葉社保審査員 

 

５．薬価基準の追補収載について 

 

６．平成２４年度眼科診療実態調査の結果報告について 

 

７．H26年度診療報酬改定について 

          

 

協議： １．平成26年度第１回健保研究会開催について（5月11日(日)自治医大） 

井岡理事担当 

 

２．平成26年度第１回栃木県社保国保審査員連絡協議会の日程について 

        6月14日(土)以降に開催予定 

 

《広 報》 

報告：１．関ブロ会報編集委員会出席報告（2月2日(日)新横浜プリンスホテル） 

        大野理事出席報告  43号 4月発行予定 

 

協議：１．栃木県眼科医会会誌第46号会計報告の件 

        城山理事から報告 

 

２．栃眼医会報第47号の件 

   執筆者  稲葉先生追悼原稿の執筆依頼について 

   昨年と同様に手紙と返信はがきを総会資料に同封し、会員のつぶやきを依頼し、掲載する。 

 



- 7 - 

３．日眼医から依頼の日本の眼科「男女共同参画の取り組みについて」の執筆の件 

      安藤理事に依頼する。 

 

《学校保健》 

報告：１．第2回学校保健部会出席報告  （1月30日(木) 護国会館） 

 苗加理事出席 

 

２．「学校現場におけるコンタクトレンズ使用状況調査」について 

平成25年度全国調査 

 

《公衆衛生》 

報告：１．平成26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 

 

２．平成25年度地域医療に係る県民協働事業費補助金交付請求書の件 

交付金200,000万円が確定したため請求書を作成送付した。 

 

協議：１．「目の愛護デー」関連行事について 

10月5日 日曜日 14時～講演会  15時～無料相談  

 

２．目の愛護デー スローガンとポスターの件 

26年度のスローガンは「たまにはウィンクして見よう！－右目と左目、見えかた同じ？  目の健

康は、眼科専門医が守ります。」 

ポスターは例年と同じく130枚(余白不要)を事務局より発注する(締切4月25日(金))。 

 

３．JRPS とちぎ 講演会  

那須塩原市  加藤先生に依頼 

 

《医療対策》 

協議：１．日眼医より依頼の「医療機器・販売業等の管理者に対する継続的研修」の作成資料について 

 

《勤務医》 

協議：１．第19回栃木県眼科手術談話会について（5月23日(金)宇都宮市医師会館） 
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２．平成26年度関ブロ勤務医委員会(6月14日(土)千葉市ホテルニューオオタニ幕張)への出席者と提出

議題について 

上田理事 出席予定 

 

《日眼医連盟》 

報告：１．「日眼医連盟委員会平成25年第12回連盟委員会摘録」日眼医連盟より送付（2月4日(火)） 

 

２．「日眼医連盟委員会平成26年第1回連盟委員会摘録」日眼医連盟より送付（2月4日(火)） 

 

３．「日眼医連盟委員会平成26年第2回連盟委員会摘録」日眼医連盟より送付（2月4日(火)） 

 

４．平成26年度 日本眼科医連盟  臨時協議委員会出席報告 (4月5日(土)) 

 

５．日眼医連盟より連盟加入者名簿送付 

《その他》 

    益子 田野地区 「どこでもクリニック益子」巡回診療について 

 

 

 

 

 次回理事会は5月21日(水)に開催する。 

 

（福島一哉 記） 

 


