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栃木県眼科医会理事会(平成26年度第2回)議題 

 

日 時：平成26年7月16日（水） 午後7時から 

場 所：宇都宮市医師会館 

出 席：原(裕)会長、吉澤(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、早津(宏）、蘇、大柳、細川、後藤理事、宮下監事          計 18名 

欠 席：旭副会長、石﨑、小幡、牧野、松島(博)理事、鈴木(隆)監事、早津(尚)、柏瀬(宗)、齋藤(武)、

佐藤、川島、妹尾顧問                                   計 12名  

 

《会長挨拶》 

 皆様、本日もご多忙なところお集まりいただきありがとうございます。今日も盛りだくさんの議題があり

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

《総 務》 

報告：１．平成26年度第１回関ブロ支部長会議、連絡協議会出席報告(6月14日(土)千葉市ホテルニュー

オオタニ幕張) 

原(裕)会長、吉澤(徹)副会長、宮下関ブロ顧問出席 

関ブロ支部長会議 原会長 平成27年開催は茨城県 神奈川県からカラコンの問題 等 

連絡協議会 原会長・吉澤副会長・宮下監事 

      １．関ブロ顧問辞職について 

      ２．関ブロ会則変更について 会費納入とリンク、男女共同参画委員会の開催 

      ３・平成25年度事業報告・決算・宮下関ブロ監事より監査報告 

      ４．H27関東甲信越眼科学会 6月13日(土)・14日(日)水戸京成ホテル 

      ５．カラコンの問題 国民生活センターの調査 

      ６．新たな財政支援制度について 在宅医療推進のための予算 各県とも眼科医会は医師

会から通知を受けていない 

            ７．学校保健 色覚検査について 日本学校保健会のサイトに現状報告 

      ８．情報共有のためのメーリングリスト構築について 

      ９・第2回関ブロ委員会 平成27年3月1日(日) 横浜 キャメロットジャパンで開催 

 

２．平成26年度関ブロ男女共同参画委員会出席報告(6月14日(土)千葉市ホテルニューオオタニ幕

張) 

高橋(雄)、大柳、細川理事出席 

  群馬・埼玉・千葉 学会等で託児施設を併用して開催実績がある  
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  男性医師が子連れで参加した時も託児施設の利用を認める 

  今後栃木県の実情を把握、山梨県などとともに会員の少ない県なので個別対応が可能か？ 

  託児施設を設ける場合は、事故対応の保険の必要性も（具体的な事例） 

  需要があれば当県でも託児施設運営は可能と思われる 

   

 

３．第52回関ブロ準備委員会開催報告（6月18日(水)宇都宮医師会館） 

  １．日時 平成28年6月18日(土)・19日(日)  会場 宇都宮グランドホテル で調整 

  ２．各部門の担当理事に役割分担 

  ３．偶数月の第3週に準備委員会を開催 

 

４．平成26年度第2回日眼医定例代議員会、定例総会出席報告(6月22日(日)ザ・キャピタル東京) 

 原会長 吉澤副会長 参加136／議席数142  

 4月の国際学会（WOC）成功裏に終わる 国内参加9967名 海外参加 9958名 過去最大 

〈会長挨拶〉 

 フィリピン災害におけるビジョンバンの話題 

 学校検診における色覚検査について 

 視野と安全運転について 視野狭窄は安全運転に悪影響  

 カラコンの問題  

 白内障手術における短期滞在手術基本料について  

 眼科公的研修制度の推進について 

〈議題） 

 平成25年度日本眼科医会会務および事業報告  

 平成25年度日本眼科医会決算 

 公益社団法人日本眼科医会 顧問・参与 辞職の件 改正案が承認された 

 その他 

 

５．日眼医より依頼の「都道府県眼科医会『定款・会則等』および『入会金・年会費等』の調査」

の件 

当県の資料をまとめて事務局から返事をする。 

  

６．平成27年度栃木県眼科医会総会開催日の件 

  平成27年5月10日(日)      
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７．日眼医より依頼の「男女共同参画担当者の選任」の件 

細川理事を選任 

 

８．本会顧問 田口太郎先生 ご逝去 

  会員にFAX連絡、本会より香典、弔電、供花。 

 

９．会員の異動 

転出：松本佳浩  (獨協医大眼科) 北海道へ 

 

協議：１．平成26年度都道府県眼科医会連絡会議の件（10月19日(日)ホテルオークラ東京） 

     原会長出席 

 

２．「2014ファイザー緑内障啓発活動に関する継続活動資料」の件 

  郵便局に置いたパンフレットを今後他の公的施設にも置く 

 

３．入会希望者について（転入、開業を含む） 

入会 Ｃ 小藪 幸貴子  （獨協医大眼科） 

Ｃ 宮島 大河   （獨協医大眼科） 

Ｃ 西田 奈央   （獨協医大眼科） 

Ｃ 伊野田 悟   （自治医大眼科） 

Ｃ 片岡 なつき  （自治医大眼科） 

転入 Ｂ 富永 聡子   （自治医科大学）  東京都より 

 

《経 理》  

報告：１．第51回栃眼医研究会収支報告 

 A・B会員 54名  C会員 4名   

 収入 168,000円 

 支出 222,222円 （講師御礼 × 2名） 

 差額 54,222円を一般会計から支出 

 

２．栃眼医会費等の納入状況 

7月末が締切 7月 16日現在 38名未納 

 

３．平成 26年度 各都道府県眼科医会への補助について 
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日眼医に申し込み済 10万円 

 

《学 術》 

報告：１．第51栃眼医研究会開催報告(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏと共催6月27日(金) 宇都宮グランドホテル) 

講演：「網膜静脈閉塞症の診療アップデート」 

柳 靖雄 先生（東京大学医学部眼科学教室 講師） 

   「矯正視力 1.0を目指す糖尿病黄斑浮腫の治療」 

村田敏規 先生（信州大学医学部眼科学教室 教授 

 

協議：１．第37回獨協医大眼科栃眼医合同講演会の件（7月25日(金) 獨協医大） 

講演： 「ドライアイに潜む眼瞼痙攣」 

後関 利明 先生（北里大学メディカルセンタ―眼科部長） 

「考えよう流涙症！始めよう涙道手術！」 

井上  康 先生 (医療法人眼科康誠会 井上眼科理事長) 

 

２．第52回栃木県眼科医会研究会の件 

       平成27年1月を予定 

   

３．第68回栃木県眼科医会集談会開催の件（11月21日(金)宇都宮市医師会館） 

9月に演題募集  

 

     ４．アイファガン点眼発売2周年・ルミガン点眼液発売5周年 記念講演会 

8月1日(金) 主催：千寿製薬  

 

     ５．第7回下野眼科診療セミナー（9月5日(金) 宇都宮グランドホテル） 

       「眼内レンズ度数計算のコツ」 

       東京女子医大・埼玉県済生会栗橋病院眼科 須藤史子 先生 

       「斜視の診断治療と小児の眼屈折」 

       北福島医療センター眼科         八子恵子 先生 

 

《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研修会の件 

11名参加 10名終了証 
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協議：１．平成26年度忘年会の件  

12月5日(金) ホテルニューイタヤ 

 

２．第81回栃眼医親睦ゴルフコンペについて 

     石﨑理事 

 

《保 険》 

報告：１．平成26年度全国審査委員連絡会議についての報告（5月25日(日)東京プリンスホテル） 

   井岡理事 木村先生 出席 

 

２．平成26年度関ブロ健康保険委員会関連報告(6月14日(土)千葉市ホテルニューオオタニ幕張) 

千葉審査員出席 

    

３．平成 26年度第１回審査委員連絡会の開催報告（7月 2日(水) 宇都宮医師会館） 

 

４．価基準追補収載について  

ルセンティス  

キサラタン後発薬 

 

協議：１．平成 26年度第 2回審査委員連絡会健保研究会について 

平成 26年 11月 21日 

      

２．平成 26年度都道府県眼科医会保険担当理事連絡会について（10月 26日(日) 東京プリン

スホテル） 

井岡理事 出席 

 

３．平成26年度第2回審査委員連絡会について 

前述10月26日の都道府県眼科医会保険担当理事連絡会の後で適当な日に開催予定 

 

《広 報》 

報告：１．栃眼医会報第47号の件 

    会員に発送済み 

 

協議：１．当会ホームページの件 
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    使い勝手が良くない、改善が可能か 

    制作業者の変更も検討する 

     

２．県医師会より依頼のニューロングライフ取材協力の件 

高橋(雄)先生 

 

《学校保健》 

協議：１．第 37回全国眼科学校医連絡協議会（9月 28日(日)）出席者および提出議題 

   コンタクトレンズ使用年齢などについて、全国的にはどのくらいの年齢から処方しているのか？ 

   おしゃれ感覚で使うカラコンの問題 

 

２．日眼医より依頼の「色覚への対応に関わるアンケート調査」の件 

  〆切 8月 8日(金) 

 

《公衆衛生》 

報告：１．「平成26年地域医療に係る県民協力事業費補助金」交付申請の件 

   今年も20万円交付される 

 

２．栃木県アイバンクの献眼慰霊祭出席報告（5月25日(日)） 

原会長出席 

 

３．ＪＰＲＳとちぎ医療講演会講師派遣の件 

 県北地区 加藤先生に依頼 

 

協議：１．「目の愛護デー」関連行事について(10月5日(日)宇都宮市健康センター(ララスクエアビル 

9階)) 

日程：目の健康講座 

 「加齢に伴う目の病気 ～白内障の予防と治療～」 後藤憲仁先生（獨協医大眼科） 

目の無料相談 

 高橋康子先生（下野市 たかはし眼科クリニック） 

 森谷充雄先生（小山市 もりや眼科） 

 当日参加理事 

下野新聞への投稿と広告：早津理事 
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ポスター：色と校正 堤理事 

 

準備委員会開催の件：日時と出席者  

7月31日(木) 13時から 会場の宇都宮市保健センターで打合せ 

 

２．日眼医より依頼の「平成 26 年度『目の愛護デー』行事予定の聞き取りについて 

  堤理事より返信済み 

 

《医療対策》 

報告：１．関ブロから依頼の「平成26年度の第１回日本眼科医会の医療対策部委員会の議題報告等」に

ついて 

 

２．コンタクトレンズ管理者継続講習会の進捗状況について 

平成26年12月7日開催 

 

３．日眼医より送付の「カラーコンタクトレンズの安全性 ―カラコンの使用で目に障害も」

の件 

 【インターネット上のアドレス（URL）】 

１．国民生活センターホームページ 

   http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html 

２．（発表情報）カラーコンタクトレンズの安全性－カラコンの使用で目に障害も－ 

   http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140522_1.html 

３．報告書本文 

   http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20140522_1.pdf 

 

《勤務医》 

報告：１．第19回栃木県眼科手術談話会開催報告及び収支報告（5月23日(金)宇都宮市医師会館） 

52名参加  

 

２．平成26年度関ブロ勤務医委員会出席報告(6月14日(土)千葉市ホテルニューオオタニ幕張) 

  白内障手術における短期滞在手術基本料について 

  勤務眼科医の当直（外科系当直）について 

 

３．日眼医より依頼の「勤務医の立場からみた保険診療について」のアンケートの件 

http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140522_1.html
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20140522_1.pdf
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 今年の臨眼のシンポジウムのテーマ 返信済み 

 

４．日眼医より依頼の「都道府県別新眼科医数調査」について 

  報告済  入会 自治医大 2名  獨協医大 3名 

 

協議：１． 第 15回全国勤務医連絡協議会の件（11月 3日(月) 東京コンファレンスセンター） 

     上田理事出席 

 

《日眼医連盟》 

報告：１．「平成 26年度第 5回連盟執行委員会摘録」日眼医連盟より送付 

 

２．「平成26年度第6回連盟執行委員会摘録」日眼医連盟より送付 

 

協議：１．平成26年度日眼医連盟協議会の件（10月18日(土)ホテルオークラ東京）  

 

 

《その他》 

※関ブロ準備委員会 理事会の各部会 

           男女共同参画委員会 

           勤務医委員会 

           健康保険委員会 

           地域連絡委員会 

           観光（ゴルフ・観光） 

           会報 

   次回関ブロ準備委員会は8月20日(水)に開催する。 

 

 

 

 

次回理事会は 9月 3日(水)に開催する。 

 

（福島一哉 記） 

 

 


