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栃木県眼科医会理事会(平成27年度第4回)議事録 

 

日 時：平成27年11月10日(火) 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)、早津(宏)、苗加、大柳、井岡、堤、上田理事、宮下監事 計18名 

欠席：細川、小幡、牧野、後藤、永田(万)理事、鈴木(隆)監事、早津(尚)、柏瀬(宗)、川島、妹尾顧問  

計10名 

会長挨拶 原会長 みなさま、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日も議題が沢山

あります。よろしくお願いいたします。 

《総 務》 

報告：１．平成 28年度免除会員の件 

原たか子先生を申請した。田島先生は（現役なので）申請しないとの連絡があった。 

      

２． 第52回関東甲信越眼科学会(栃木県担当)第6回準備委員会開催報告 

  旭副会長から、別紙案内状原案を提示 原稿は11月末日に締切 

  プログラム 

  Ａブロック講習会 司会 城山先生 開会挨拶 原会長 

  講演Ⅰ 座長 原先生 

「眼科社会保険の見方、考え方」山岸眼科医院院長 山岸直矢 先生 

講演Ⅱ 座長 大久保先生 

「ぶどう膜炎‐眼科薬物治療の○○」自治医科大学眼科学講座教授 川島秀俊 先生 

   （演題は変更有、確認のこと） 

講演 Ⅲ 座長 吉澤先生 

「角膜疾患と眼手術」獨協医科大学眼科学教室 妹尾正 先生 

 

次回開催県挨拶 

閉会挨拶・観光案内 原会長 

 

Ｂ医療従事者講習会 司会 高橋（雄）先生 開会挨拶 旭副会長 

講演Ⅰ 座長 旭副会長 
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「眼科における接遇比較」 

千寿株式会社MMS部ホスピタリティーアドバイザリースタッフ 齋藤朝子 先生 

講演 Ⅱ 座長 高橋（雄）先生 

「視覚障がい者スポーツを応援しよう」 

獨協医科大学眼科学教室 講師   鈴木重成 先生  

講演 Ⅲ 座長 福島 

    「やさしい神経眼科‐問診と検査主義、必要となる基礎知識」 

      国際医療福祉大学保健医療部 視覚療法学科 学科長 新井田孝裕 先生 

 

     閉会挨拶 旭副会長（観光案内も） 

 

３．平成27年度都道府県眼科医会連絡会議出席報告（10 月18日(日)東京コンファレンスセ

ンター） 原会長出席 

 １）眼科医会の予算の件 削減に取り組むため、交通費を見直す 

 ２）専門医機構について １９領域 2015以降の国試合格者 

   現在取得している専門医の移行：新たに受験なしに移行 

   50単位/5年間 共通講習  10単位  （安全・倫理・感染症等） 

          領域別講習 20単位 

          学会出席  3単位 今後学会の重要性が下がる 

          診療実績  10単位 

          学校医   2単位 

   （取得可能単位はこれで合ってますでしょうか、ご確認いただけますか） 

 ３）診療報酬改定について 厳しい予想 

 ４）ＣＬ Ｊ＆Ｊの問題 現在までの経過報告 

 ５）代議員選挙 来年度は初めての代議員選出選挙 

   栃木県 代議員２名  予備代議員２名 

   本年１２月３１日時点での日本眼科医会名簿に基づき会員数を決定 

   公示 １月７日日本眼科医会ＨＰに掲載・都道府県眼科医会に通達 

      １月２０日「日本の眼科」掲載 

   立候補締め切り １月３１日正午必着 

   選挙の場合は日本眼科医会が主導 

   当選人公示 ４月２２日  
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４．日眼医より連絡の「台風18号の激甚災害指定について」の件 

本県からは該当なしと報告済 

 

協議：１．次期(平成28-29年度)役員について 

     原会長より、来年は関ブロ開催を控えており、もう１期現行役員でやっていただきたい。 

     代議員・予備代議員も現行通りだが、希望者がいれば選挙は行う。 

     → 全会一致で了承 

 

２．入会希望者について（転入、開業を含む） 

会員種別変更 B→A 石橋生朗  新規開設 

     いしばし眼科 

      〒329-2706 那須塩原市睦 146-12 

電話 0287-47-7766  Fax 0287-47-7833 

転入      Ｂ  田口 朗（栃木医療センター眼科） 大阪府より 

 

《経 理》 

報告：１．目の愛護デー記念行事収支報告 

     収入 アイバンクから祝金10,000円、講師源泉11,111円 

     支出 講師謝礼111,111円 ポスター・チラシ 141,840円 垂れ幕 8,640円 

        その他駐車場等                  合計294,555円 

     差額の273,444円を一般会計より支払い 

 

 

協議：１． ファーサム2016東京の寄付の件（平成28年7月1日(金)～3日(日)開催） 

  http://www.mediproduce.jp/fs2016/kaisai.html 

     原会長が副会長 今回は眼科医会から100万円の寄付 

      今後、学会協賛（寄付）件数が増えると予算不足に陥るため、栃木県眼科医会として

の支払い規定を作って対応する。（総務部会で素案を作り協議する） 

  

    ２．マイナンバー制度施行にあたり、講師の先生にNoを確認する。 

           源泉徴収票の出し忘れに注意 

http://www.mediproduce.jp/fs2016/kaisai.html
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《学 術》 

報告：１．第 8回下野眼科診療セミナーの件  （55名参加）     

     獨協医科大学・ファイザー共催、 9月 25日（金）宇都宮グランドホテル 

    特別講演１「緑内障薬物治療  最初の一手、次の一手、そのタイミング」 

            井上眼科病院 理事長 井上 賢治 先生 

    特別講演２「視神経障害の早期鑑別診断と治療選択のポイント」 

            手稲渓仁会病院 眼窩神経眼科センター 主任医長 鈴木 康夫 先生 

          

    

２．第 5 回栃木ぶどう膜炎カンファレンスの件（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、当会後援 10月 2日(金) 宇都宮グランドホテル） （56名参加） 

ミニレクチャー：「慢性炎症と網膜疾患 加齢黄斑変性を中心に」 

    井上裕治 先生（自治医科大学 眼科学講座 講師） 

特別講演：オキュラサーフェス疾患の臨床と免疫学」 

内尾英一 先生（福岡大学医学部 眼科学教室 主任教授） 

 

３．第9回栃木県内科眼科関連疾患懇話会開催報告（栃木県内科眼科関連疾患懇話会、興和

創薬共催、10月8日(木) 宇都宮グランドホテル） 

  講演１：「緑内障治療薬 －β‐blocker と緑内障禁忌薬 － 抗コリン作用」 

原 岳 先生 

（原眼科病院 院長） 

講演２：「認知機能低下やフレイルを考慮した高齢者糖尿病の包括的治療」 

      荒木 厚 先生 

（東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科 

 内科医統括部長） 

   出席者 63名（眼科医37名 内科医その他26名） 

 

４．第4回栃眼医獨協眼科病診連携の会開催報告（獨協医大眼科・当会・日本アルコン共催、

10月30日(金)宇都宮グランドホテル）            （48名参加） 

     「角膜移植の実際」   石丸慎平 先生（獨協医科大学眼科学教室） 
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     「日常生活と緑内障」  岩瀬愛顧 先生（たじみ岩瀬眼科） 

 

 

協議：１．第 70回栃木県眼科医会集談会（11月 13日(金) 宇都宮市医師会館） 

一般演題 5題 

特別講演「後発白内障抑制に向けて～基礎から臨床へ～」 

                  青瀬 雅資 先生（獨協医大眼科） 

 

２．第54回栃木県眼科医会研究会の件（1月21日(木)日本点眼薬研究所と共催、宇都宮グラ

ンドホテル） 

  東京大学     相原 一 教授 

  東京医科大学   丸山勝彦 先生 

 

３．第23回栃木眼科セミナーの件（2月26日(金)自治医大・興和創薬共催・本会後援、宇都

宮グランドホテル) 

               ミニレクチャー 「網膜色素変性症の評価〜未来への治療に向けて」 

自治医大講師 井上祐治 先生             

 特別講演       「ブラッシュアップ 白内障手術」 

筑波大学教授 大鹿哲郎 先生 

                                 

 

４．第25回下野眼科談話会の件（獨協医大眼科主催、本会後援、3月18日(金)宇都宮グラン

ドホテル） 

 

 

５．第71回栃木県眼科集談会（平成28年4月17日(日) 自治医科大学） 

 特別講演 東京大学眼科准教授 加藤 聡 先生 

 

６．第55回栃木県眼科医会研究会の件 通常は6月開催だが、関ブロがあるため半期延期する 

       平成29年1～3月 
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《医療安全対策及び福祉》 

協議：１．第83回栃眼医ゴルフコンペについて（11月29日 (日)太平洋クラブ益子） 

     12名参加予定 

 

２．栃眼医忘年会開催の件（12月3日(木)宇都宮グランドホテル）  

 案内は事務局から送付済  

 

《保 険》 

報告：１．日眼医から依頼の「『平成 27 年度都道府県眼科医会健保担当理事連絡会』提出議題の

送付 ならびに都道府県実情事前調査依頼について 」の件   

 

２．平成27年度都道府県眼科医会介護・在宅医療担当理事連絡会(平成27年1月27日(水)～2

月26日(金) バーチャル)について 

  井岡出席 

 

協議：１平成27年度第2回栃木県審査委員連絡協議会の件（11月25日(水)宇都宮医師会館） 

  国保：学識経験者枠の選任について （原会長から連絡） 

大久保先生のご尽力により、自治医大の川島教授が次期国保審査委員をやっていただ

けることになりました 

       

《広 報》 

協議：１．会報誌49号の随筆担当の件 

  早津（宏）理事 

２．栃眼医ホームページのリニューアルについて 

  見積書の比較 ダガ・グラフィックスに依頼することを決定 

 

《学校保健》 

報告 ： １．第39回全国学校医連絡協議会出席報告（9月27日(日)東京グランドホテル） 

    色覚検査について、今年は各県に委任する 

             平成28年度、栃木県では小学4年生に実施する方向で調整中 

    カラコン 平成20年 中学生0.4％ 高校生3.2％  
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平成26年    4.9％    19.2％ と増加している 

 

２．日眼医より送付の「色覚啓発ポスター」の件 

      配布済み 

 

協議： 

《公衆衛生》 

報告：１．平成27年度｢目の愛護デー｣記念行事開催報告（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)） 

  来場 52名  眼圧測定 32名  無料相談会 22名 

 

２．日眼医より依頼の「目の愛護デー行事」実施状況調査の件 

  実施報告済 

 

協議：１．平成28年度「目の愛護デー」記念行事 

  平成28年10月2日に実施予定 

 

《医療対策》 

報告：１．平成27年度栃木県CL販売管理者継続研修会進捗状況(11月29日(日)とちぎ健康の森)  

     講師：１）栃木県薬事課  ２）宇津見先生 

 

２．日眼医より通知の「カラーコンタクトレンズの適正使用啓発に関する取組みについて」

の件 

 

３．日眼医より連絡の「医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等

の食品の販売について」の件 

 

    今まで通り診療区画とは別の店舗で販売と院内での「交付」どちらかを選択可能 

      

協議：１．平成 28年度栃木県 CL販売管理者継続研修会の講師選任の件 

平成28年11月27日（日）を予定 

獨協医大に講師を依頼か 
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 《勤務医》 

報告： １．第17回全国勤務医連絡協議会の出席報告（11月3日(月)東京コンファレンスセンター） 

     上田理事 

     医療安全について 

     専門医制度について 

 

２．眼科手術談話会 平成28年5月20日（金）を予定  

      特別講演 順天堂大学静岡病院 太田俊彦先生     

  

《日眼医連盟》 

報告：１．平成27年度日本眼科医連盟協議委員会出席報告（10月17日(土)東京プリンスホテル） 

 議員連盟の件 自見先生立候補の件 井上議員の応援の件 

 経費削減の件（交通費を削減してバーチャル会議を増やす） 

 会費収入を増やす 入会の勧奨 

 

２．日眼医連盟より送付の「日本眼科医連盟委員会 平成27年度 第9回委員会摘碌」の件 

 

協議：１．日眼医連盟交付金について 

     「交付金 振込依頼書」を事務局より送信する。 

 

《その他》  次回開催 平成28年1月20日(水) 宇都宮市医師会館 


