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栃木県眼科医会理事会(平成27年度第2回)議題 

 

日 時：平成27年7月15日（水） 午後7時から 

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、大久保（彰）、大野、蘇、福島、斉藤(哲)、高橋(雄)、早津(宏)、

苗加、大柳、井岡、細川、堤、上田、後藤理事、宮下監事、川島顧問    計20名 

欠席：石﨑、小幡、牧野、永田(万)理事、鈴木(隆)監事、早津(尚)、柏瀬(宗)、妹尾顧問   計 8名 

                         

《会長挨拶》 

みなさま今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。今回も議題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27年度第１回関ブロ支部長会議、連絡協議会出席報告(6月13日(土)水戸京成ホテル) 

原(裕)会長、吉澤(徹)副会長、宮下関ブロ顧問出席 

支部長会議 原会長 栃木県からはJ&Jのインターネット販売（アキビューオンラインストア）

および覆面調査の件を提案。長野県からはインターネットに反対する決議案につい

て提案があった。 

連絡協議会 原会長 吉澤副会長 宮下監事  

①支部長会議と同様、J&Jの新販売システムについて 

②千葉県から、各県の連絡を密にするために連絡システム（メーリングリスト等）構

築 

 来年の関ブロに先立ち、事前に支部長会議を大宮で開催 

③その他ＣＬの医療機関内での販売に対する質問など 

 

２．平成27年度関ブロ男女共同参画委員会出席報告(6月13日(土)水戸京成ホテル) 

大柳、細川理事出席 

 

３．第52回関ブロ準備委員会開催報告（6月16日(火)宇都宮医師会館） 

  これを受け6月25日に宇都宮グランドホテルで打合せ（吉澤副会長 堤理事） 

  見積もりと会議・懇親会・講習会の案 

 

４．平成27年度第2回日眼医定例代議員会、定例総会出席報告(6月28日(日)ザ・キャピタル東京) 
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原会長 吉澤副会長 出席 

 ①新専門医制度 現行の専門医は新たに受験せずに移行 

          ②ＣＬ交付 ：院内交付のためには交付枚数・値段など毎年申告が必要 

          ③Ｊ＆Ｊのアイケアネットワークについては中止の要望書を出した 

④Vision Vanの今後の運用について 

⑤学校検診での色覚検査についてＨ２８度より希望者に対して実施 

色覚検査の資料、ＨＰへの掲載、実施マニュアルの整備 

⑥日眼医常任理事の講演会への講師派遣について 

⑦Ｈ２６度事業報告、決算報告、Ｈ２７度予算案 

⑧物故会員の報告 

⑨医療事故（予期せぬ死亡事故）調査 カルテに日時や状況の記録を正確に残しておく 

 

５．日眼医より連絡の「男女共同参画推進に関する情報提供について」（7月2日(木)） 

今後有用な情報を定期的に配信するとのこと 

第１回男女共同参画推進委員会 摘録の送付 

第69回日本眼科臨床学会共催セミナー（2015/10/24）の案内 

第11回男女共同参画フォーラム（2015/07/25 徳島県）の案内 

平成26・27 年度 日本眼科医会 男女共同参画推進委員会 名簿の送付 

 

６．会員の異動 

自宅住所変更：Ｃ 斉藤 文信 （獨協医大眼科)   

勤務先変更： Ｂ 松島美奈子 （佐野市 松島眼科医院） 

 

協議：１．「Ｊ＆Ｊ社への抗議決議文の文案」 長野県眼科医会の決議文の件 

     栃木県眼科医会としても中止の要望書を出す。（文案を検討して送付） 

     一般会員への事例の周知 

 

２．平成27年度都道府県眼科医会連絡会議の件（10月18日(日) 東京コンファレンスセンター品川） 

  原会長・吉澤副会長参加予定 

通常の報告事項の他に執行部提出議題として「代議員の選出について」、「代議員会の年 

一回開催について」、「新専門医制度について」、「都道府県眼科医会 会員規定の平準化 

について」の4 題を集中討議 

 



 

- 3 - 

３．第50回日本眼炎症学会(自治医大眼科主管)の 件 

 川島教授から開催概要の説明と協力依頼  栃木県眼科医会として協力していく 

 全会員への参加呼びかけ 

 

４．入会希望者について（転入、開業を含む） 

開業 Ｂ→Ａ 永澤 一恵  理事会で入会挨拶 

 

《経 理》  

報告：１．第53回栃眼医研究会収支報告 

  ＡＢ会員 ４２名 Ｃ会員２名   会費収入 130,500円  69,500円を一般会計から補填 

 

２．栃眼医会費等の納入状況 

 納入期限 7月30日 現在 41名が未納 

 

３．平成27年度 各都道府県眼科医会への補助について 

日眼医から10万円  期限 7月30日  請求済み 

 

《学 術》 

報告：１．第53栃眼医研究会開催報告(参天製薬と共催6月26日(金) 宇都宮グランドホテル) 

  「弱視の病態と治療」 

自治医科大学 牧野伸二 准教授 

  「眼科医にとってのロービジョンケア～過去・現在・未来～」  

済生会新潟第二病院 安藤伸朗 眼科部長 

 

協議：１．第38回獨協医大眼科栃眼医合同講演会の件（7月24(金) 獨協医大１０階講堂 

       「網膜硝子体分野のトピックス」 

             三重大学 近藤 峰生 教授 

       「注意すべき炎症性眼疾患」 

             横浜市立大学 水木 信久 教授 

 

 

２．第54回栃木県眼科医会研究会の件 

  講師未定 Ｈ２８ １月または２月 
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３．第70回栃木県眼科医会集談会開催の件（宇都宮市医師会館） 

       11月13日(金) 

 

《医療安全対策及び福祉》 

報告：１． 平成27年度眼科コメディカル研修会の件 

13名参加 13名終了証 

 

   ２．第82回栃眼医親睦ゴルフコンペについて 

     ５月３１日開催 

 

協議：１．平成27年度忘年会の件  

     宇都宮グランドホテルで来年の関ブロに向け「プレ・パーティー」 

 

《保 険》 

報告：１．平成27年度全国審査委員連絡会議出席報告および日眼医見解の送付について（5月24日(日)東京

プリンスホテル） 

     日眼医ＨＰに掲載 日本の眼科参照 

 

２．平成 27年度関ブロ健康保険委員会関連出席報告(6月 13日(土)水戸京成ホテル) １１名参加 

苗加審査員、井岡理事出席    

 

 ３．平成27年度第１回審査委員連絡会の開催報告（6月22日(月) 宇都宮医師会館） 

 

 

４．価基準追補収載について  

※外用薬 

コソプトミニ配合点眼液 参天 0.4mL 1 個 64.00 緑内障・高眼圧症治療剤 

アシクロビル眼軟膏 3％「ニットー」日東メディック 3% 1g 503.60ヘルペス性角膜炎化学療法剤○ 

オフロキサシン点眼液 0.3%「ＳＮ」シオノ＝テバ製薬 0.3% 1mL 48.90 広範囲抗菌点眼剤 ○ 

クロモグリク酸 Na 点眼液2％「ファイザー」100mg 5mL1 瓶 408.80アレルギー性結膜炎治療剤○ 

ジクロフェナク Na 点眼液0.1%「日新」 0.1% 1mL 41.10非ステロイド性抗炎症点眼剤○ 

ノルフロキサシン点眼液 0.3%「日新」0.3% 1mL 42.30 広範囲抗菌点眼剤 ○ 
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ヒアルロン酸 Na0.4 眼粘弾剤 1%「テバ」1% 0.4mL1 筒 4,740.50 眼科手術補助剤 ○ 

ヒアルロン酸 Na0.6 眼粘弾剤 1%「テバ」テバ製薬 1%0.6 m1 筒3,250.10 眼科手術補助剤 ○ 

ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤1%「テバ」テバ製薬1%0.85m1 筒3,307.00 眼科手術補助剤 

 

協議：１． 平成27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23日(金)-11月24日(火)バ

ーチャル会議） 

  抗ＶＥＧＦ抗体の薬価 引下げを要望 

  外来検査のマルメ阻止 

 

《広 報》 

報告：１．栃眼医会報第48号の件 会員に送付済 

 

協議： １．第４９号は来年の関ブロ後の１０月ごろ発行 

 

《学校保健》 

報告：１．学校検診における色覚検査：学校と保護者間で承諾書、プライバシーへの配慮 

実施学年は何年生が良いか？ 

 

《公衆衛生》 

報告：１．「平成27年地域医療に係る県民協力事業費補助金」交付決定の件 

２０万円交付決定 

 

協議：１．「目の愛護デー」関連行事について(10月4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 

  国際医療福祉大学 原 直人 教授 

目の無料相談 

 秋草正子先生（佐野市 石井眼科） 

 井上直紀先生（足利市 井上眼科） 

 

下野新聞への投稿と広告 

    意見広告：蘇 理事に依頼 
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ポスター：色と校正 

    例年通り 

 

後援依頼送付済（栃木県、宇都宮市、栃木県医師会、宇都宮医師会） 

 

準備委員会開催の件：日時と出席者  

  ８月６日木曜日 午後１時 ララスクエア 宇都宮市保健センターで 

  堤理事 福島理事 メーカー担当者 

 

２．日眼医より依頼の「平成27 年度『目の愛護デー』行事予定の聞き取り」について 

〆切 7月22日(水) 

    返信済み 

 

３．アイバンク募金集金方法について 

 毎年、春の総会で集金しているが、総会に参加できないときどうするか 

 送金とするか、アイバンクと調整して会員に案内 

 

《医療対策》 

報告：１．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 

 

協議：１．日眼医から連絡の「ご報告 ジョンソン・エンド・ジョンソン（㈱）「アキュニューオンライス

オアへの対応」について 

     前述のとおり、栃木県眼科医会としても反対の意見表明 

 

《勤務医》 

報告：１．第20回栃木県眼科手術談話会開催報告及び収支報告（5月22日(金)宇都宮市医師会館） 

       ４２名参加  AB会員４０名 Ｃ会員２名   会費収入 １２３，０００円 

                             一般会計より38,503円補填 

 

 

２．平成27年度関ブロ勤務医委員会出席報告 (6月13日(土)水戸京成ホテル) 

   短期滞在手術料について、対象の病院は片眼手術で退院 

  全麻下での両眼手術が必要な特殊症例が困る 
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３．日眼医より依頼の「都道府県別新眼科医数調査」について 

提出期限 8月10日 

獨協2名 自治2名   

 

協議：１． 第16回全国勤務医連絡協議会の件（11月 3日(火)東京コンファレンスセンター品川） 

     上田理事参加 

名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 教授 長尾 能雅氏  

「医療安全－最近の話題－」 

 

《日眼医連盟》 

協議：１．平成27年度日本眼科医連盟協議会の件（10月17日(土) 東京コンファレンスセンター品川） 

平成27年度都道府県眼科医会連絡会議の前日 

 

《その他》 

      次回理事会は 9月15日（火）宇都宮医師会館で開催する。 

 

 

（福島一哉 記） 

 

 


