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栃木県眼科医会理事会 議事録(平成 26年度第 3回) 

  

日 時：平成 26年 9月 3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、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、上田、松島(博)理事、宮下監事 計20名 

欠  席：小幡、牧野、後藤理事、鈴木(隆)監事、早津(尚)、柏瀬(宗)、斉藤(武)、佐藤、川島、妹尾顧問                

   計10名 

《会長挨拶》 

皆様、先日の第2回関ブロ準備委員会に続きお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

 本日もよろしくお願いいたします。 

《総 務》 

報告：１． 第 52回関東甲信越眼科学会(栃木県担当)第 2回準備委員会開催報告 

吉澤副会長より経過報告 

  平成 28年 6月 18日(土)・19日(日) 宇都宮グランドホテル 開催概要と見積もり 

  今週金曜日（9月 5日(金)）眼科セミナー終了後に打合せ 

  より現実的な見積もりを出してみる 

 

２．男女共同参画 託児所利用希望者アンケート送付の件 

       大柳理事 全会員にアンケートを送付予定 

 

《経 理》 

報告：１．第 37回獨協医大眼科・栃眼医合同講演会収支報告 

     収入  A・B 会員 57名  C会員 3名  会費収入 174,000円 

     支出 （講師謝礼 講師交通費 弁当 その他）    538,406円 

     342,184円を一般会計から補填 

      

２．都道府県眼科医会活動補助金交付の件 

日眼医より 10万円  8月 18日に入金済み 

 

   ３．2名の会員を除き徴収済み （連絡のつかない者を除く） 

長期会費未納入者の取り扱いについて もう一度連絡を取ってみる 

     長期未納者については、会則に則り退会とするか検討 

 

協議：１．秘書給与について 

  

《学 術》 

報告：１．第 37回獨協医大眼科・栃眼医合同講演会開催報告(7月 25日(金)獨協医大) 

     A・B会員 57名 C会員 3名 コメディカル 10名  合計 70名参加 

「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) 

 

協議：１．第 7回下野眼科診療セミナーの件 
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     獨協医科大学・ファイザー共催 9月 5日（金）宇都宮グランドホテル 

    事前アンケート 

    特別講演１ 「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 

    特別講演２ 「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 

 

２．第 4回栃木ぶどう膜炎カンファレンスの件（当会、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、10月 3日(金) 宇都宮グランドホテル） 

特別講演：「Fuchs虹彩の話」  

藤野雄次先生（JCHO東京都新宿メディカルセンター部長） 

 

３．第3回栃眼医獨協眼科病診連携の会の件（獨協医大眼科・当会・日本アルコン共催、10月10

日(金)） 

          講師 獨協医科大学眼科 永田 万由美 先生  

眼科三宅病院   三宅 謙作 先生 

 

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

  演題募集の通知を会員に郵送 

 

５．第 52回栃木県眼科医会研究会(1月 16日(金))   

 眼内へのステロイド剤の使用について（予定） 

 

６．第 22回栃木眼科セミナー(自治医大、興和創薬共催、当会後援、㋁27日(金)) 

特別講演：演題未定 山本哲也先生（岐阜大学眼科教授） 

 

７．第 24 回下野眼科医談話会（獨協医大主催 当会後援、平成 27 年 3 月 27 日(金) 宇都宮グ

ランドホテル） 

  演者未定 

 

８．第 69回栃木県眼科集談会（平成 27年 5月 10日(日) 自治医科大学） 

特別講演：演題未定 岡田アナベル先生（杏林大学眼科教授） 

 

８．第 5回ぶどう膜カンファレンス 

  平成 27年 10月 2日(金）もしくは 9日(金） 

 

９．第１５回日本ロービジョン学会・研修会開催案内の件 大宮ソニックシティ 

  学会：11月 1日(土)・2日(日)     研修会：11月 3日(月) 

 

《医療安全対策及び福祉》 

報告：１．日眼医より依頼の「平成 25年度医事紛争事例調査」の件 

     日眼医からの調査 次回までに報告 

 

協議：１．平成 26年度栃眼医忘年会について（12月 5日(金)ホテルニューイタヤ） 

     アトラクション ピアノ演奏など 
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２．第 81回栃眼医親睦ゴルフコンペについて 10月 26日(日) 

  現在 １４名参加予定 

 

３．コメディカル講習会のテキスト 「眼科学ガイド」 配布の件 

  各都道府県眼科医会が取りまとめ：希望を募る 

  本会から A会員に手紙を送付、希望者は FAXにて連絡する。 

 

《保 険》 

報告：１．平成 26 年度 都道府県眼科医会健保担当理事連絡会の議題、出席者の報告（10 月 26 日(日)

東京プリンスホテル） 

   井岡理事出席  

 

協議：１．国保審査員の退任と選任の件 

鈴木(隆)先生の退任（平成２６年１２月まで） 次期は小幡先生  

 

《広 報》 

協議：１． 栃木県眼科医会報 48号随筆担当者について 

蘇 先生 執筆 

 

《学校保健》 

報告：１．学校における色覚検査の実施状況について（教育委員会より） 

     実施率：以前は２％ほどであったが通達後は 28％になっている 

     平成 27年 7月までに実施要項 

  

《公衆衛生》 

報告：１．｢目の愛護デー｣記念行事準備委員会開催報告（7月31日(木)宇都宮市保健センター(ララス

クエア宇都宮 9 階)）   

堤・福島 理事 参天・千寿担当者 出席 

 

協議：１．｢目の愛護デー｣記念行事進捗状況（10月5日(日)宇都宮市保健センター(ララスクエア宇都

宮 9 階)） 

14:00～15:00 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（獨協医科大学眼科学教室） 

15:00～（受付15:30まで） 眼科無料相談会 

相談員：高橋康子先生、森谷充雄先生 

他、栃眼医担当理事 

  15:00～（受付15:30まで） 無料眼圧測定  

準 備：ノンコン 2台 

 

２．日眼医より依頼の「目の愛護デー」実施および実施状況調査について 

  堤理事より返信 

 

３．目の愛護デー記念行事 広告の件 

  栃木放送  新聞広告（読売・下野） 広報うつのみや 
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４．次期 一次救急診療当番担当日の件 

      2015～2016年 亀掛川先生・宮下先生・八木先生が対象外となる (他、中丸先生転出)が、 

              宮下先生はご協力いただける。 

      2016～2017年 青木先生・鈴木（隆）先生 

 

《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協力」の件 

苗加先生、堤(雅)先生、斉藤(哲)先生、早津(宏)先生に協力していただくことになった。 

     眼鏡の不具合などでトラブルとなった事例 

 

２．平成 26 年度コンタクトレンズ販売管理者継続研修会(12 月 7 日(日)とちぎ健康の森)進捗状

況について 

  開催要項・申込書を会員に配布 

 

《勤務医》 

協議：１．第 15 回全国勤務医連絡協議会への出席者と提出議題について（11 月 3 日(月)東京コンファ

レンスセンター・品川） 

       上田理事出席  議題募集中 

 

２．第 20回栃木県眼科手術談話会の日程について 

  平成 27年 5月 22日開催 

 

《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 

 

 

 

 

 

 

 

 

《その他》 

    次回理事会は 11月 19日（水） 

 

(福島一哉 記) 

 


