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栃木県眼科医会理事会(平成 27年度第 5回) 
 

日 時：平成 28年 1月 20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、城山、石崎、大久保(彰)、大野、蘇、福島、斉藤(哲)、高橋(雄)、

苗加、早津(宏)、大柳、井岡、堤、上田、永田(万)理事   計 18名 

欠席：細川、小幡、牧野、後藤理事、鈴木(隆)、宮下監事、柏瀬(宗)、川島、妹尾顧問      計 9名 

 

《会長挨拶》 

 はじめに、先日ご逝去された早津尚夫先生、齋藤武久先生のご冥福をお祈りして黙祷をお願いいたします。

＜全員で黙祷＞ ありがとうございます。 

            

《総 務》 

報告：１．第 52 回関東甲信越眼科学会第 7 回準備委員会開催報告 12 月 16 日(水) 於）宇都宮市医師

会館 

    a 懇親会のプランについて 地元の酒造メーカーの利き酒会を企画 2 次会の場で各テーブル

を廻るマジックショーを企画。 

    bプログラムの発送：1月中に全会員へ（草稿をチェック、案内図等の手直し） 

    c募金趣意書発送 

     

２．本会理事 細川内科外科眼科クリニック 細川美奈子先生の父上・彰先生(77 歳)ご逝去(1 月

9日(土))。 

会員に FAX連絡 弔電 

 

３．本会元会長 早津眼科医院 早津尚夫先生(81歳)ご逝去（1月 13日(水)） 

  会員に FAX連絡 香典・供花・香典 

 

４．本会元副会長 斉藤クリニック 齋藤武久先生(79歳)ご逝去（1月 15日(金)） 

会員に FAX連絡 香典・供花・香典 

 

５．会員の変更 

転出     Ｂ 石丸慎平 （獨協医大眼科）      高知県へ 

       Ｂ 反田茉莉 （自治医大眼科）      富山県へ 

              Ｂ 並木滋土 （獨協医大眼科）      埼玉県へ 

         

自宅住所変更 Ｂ 釣巻 穰（宇都宮市 伊野田眼科クリニック） 

退会     Ｂ 早津尚夫（宇都宮市 早津眼科医院） 

       Ｂ 齋藤武久（那須塩原市 斉藤クリニック） 

 

協議：１． 平成 27年度第２回関ブロ支部長会議、関ブロ連絡協議会の出席者と提出議題 

（3月 6日(日)横浜市ホテルキャメロットジャパン） 

原会長、吉澤(徹)代議員、宮下関ブロ顧問 出席予定 

日本眼科医会代議員会ブロック代表質問 

本県からは「コンタクトレンズ処方箋発行の法制化について」を提出（原会長） 

 

２．平成 28・29年度代議員・予備代議員選挙の件 

     代議員・予備代議員立候補届について 

公示   1月 7日(木) 

届出締切 1月 31日(日)正午 日眼医に必着 

   現在のところ代議員立候補は、原会長、吉澤副会長  
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予備代議員立候補は旭副会長、福島理事 

３．平成 28・29年度役員の件 

  自治医大 小幡博人理事が辞任し、井上裕治先生が就任する。 

  各担当部の確認。 

  総会で審議 

 

４．平成 28年度総会(4月 17日(日))の件 

   資料の確認  

・案内    ・次第    ・会務報告    ・会計報告    ・会報会計報告 

・予算案   ・年会費   ・役員案     ・出欠はがき   ・駐車場案内図 

・アイバンク手紙（総会当日、会場で集める） 

  ※事務局で作成し、理事が校正する。 

 

《経 理》 

報告：１．第 70回栃木県眼科集談会収支報告 

     69名参加 経費総額 118,911円 一般会計より 38,800円支出 

 

２．平成 27年度栃眼医忘年会収支報告 

参加 A会員 17名 B会員 3名 C会員 5名 メーカー4名 

収入（会費）235,000円  支出 231,766円  繰越金 3,234円 例年より約 10万円安い 

 

協議：１．平成 27年度栃眼医決算報告案作成の件 

今期の会費は全員徴収済み 

 

２．平成 28年度栃眼医予算案作成の件 

 

３．規定により学術講演等の謝礼が受け取れない場合の対応について 

招聘した講師の先生が所属する大学の規定により謝礼が受け取れないそうですがどうすればよ

いか。1月 21日栃木県眼科セミナーでは謝礼なし 

 

《学 術》 

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

   69名出席 

   

協議：１．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） 

特別講演１：「－視野だけを見ていたら遅い!?― OCT所見に基づいた緑内障治療の選択」 

丸山 勝彦 先生（東京医科大学臨床医学系眼科学分野 講師） 

特別講演２：「緑内障薬物治療 update」 

相原  一 先生（東京大学大学院医学系研究科外科学専攻 

感覚・運動機能医学講座 眼科学 教授） 

 

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

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」 

         井上 裕治 先生（自治医科大学眼科学講座 講師） 

特別講演   「ブッシュアップ白内障手術」 

大鹿 哲郎 先生（筑波大学医学医療系眼科 教授）  

 

２．第 25回下野眼科談話会の件（獨協医大主催、3月 18日(金)宇都宮グランドホテル） 

特別講演１：「硝子体手術の現状と課題」 

平田  憲 先生（医療法人社団研英会 林眼科病院） 

特別講演 2：「目に見えない眼底疾患を診断する」 
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町田 繁樹 先生（獨協医大越谷病院眼科 教授） 

３．第 71回栃木県眼科集談会の件(4月 17日(日)自治医大) 

特別講演「糖尿病網膜症に対する光凝固術と糖尿病患者のロービジョンケア」 

 加藤 聡 先生（東京大学眼科准教授） 

演題募集ハガキ送信済 

 

《医療安全対策及び福祉》  

報告：１．第 84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 

優勝 高橋佳二 先生    準優勝 大久保 彰 先生 

 

２．栃眼医忘年会開催報告（12月 3日(木)宇都宮グランドホテル） 

     会員 26名 出席 

 

協議：１．平成 28年度眼科コメディカル講習会（帝京大学医学部） 

平成 28年 1月 24日(日)、2月 14日(日)、3月 20日(日)、4月 17日(日)、5月 8日(日) 

 

２．日眼医より通知の「平成 27 年度医療法第 25 条第１項の規定に基づく（医療機関への）立入

検査の実施について」の送付の件   

  今年度も立入検査がある。 

 

３．第 85回栃眼医ゴルフコンペについて 

    関ブロ開催前に宮の森ＣＣで開催予定 

 

４．平成 28年度忘年会の件 

   獨協医大眼科は  12月 3日(土)に開催するとの連絡があった。 

   栃眼医の忘年会は 12月 2日(金)または 12月 9日(金)で調整。 

 

《保 険》 

報告：１．平成 27年度第２回栃木県審査委員連絡会議開催報告( 11月 25日(水)宇都宮医師会館 ) 

 

２．「平成 27年度 都道府県眼科医会健保担当理事連絡会の日眼医見解送付」について 

 

３．「日本眼科医会社会保険通信メーリングリスト登録」について 

     登録者：井岡理事、苗加審査委員 

 

４．国保審査委員  

自治医大 川島先生にお願いした。 

 

協議：１．平成 28年度全国審査員連絡協議会の出席者と提出議題（6月 5日(日)東京プリンスホテル） 

  千葉先生にお願いする。 

 

２．平成 28年度関ブロ健康保険委員会開催について（6月 18日(土)宇都宮グランドホテル） 

    審査委員の先生方なるべく多く出席いただきたい 

   司会：井岡理事。 

 

《広 報》 

報告：１．会報 48号について 

巻頭言、随筆担当者 旭先生 

追悼の件 

 本会元会長  早津尚夫先生  原会長・鈴木(隆)先生 
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 本会元副会長 齋藤武久先生  原会長・宮下先生  各先生方にお願いする 

 

２．ホームページの件 

http://tochigan.jp/apps/  で現在の進捗状況が確認できる。 

まだ会員ページは無く、一般公開向けだけ 

  

協議：１．平成 27年度関ブロ会報編集委員会の件 

大野理事出席 2月 7日(日) 横浜プリンスホテル 

 

《公衆衛生》 

報告：１．平成 27年度地域医療に係わる県民協働事業費補助金実績報告書提出の件 

     報告書提出済み 

 

協議：１．平成 28年度「目の愛護デー」記念行事日程の件 

     平成 28年 10月 2日(日)予定 

 

２．栃木医療センターから問い合わせの一次救急診断書の件 

契約書に「診断にあたる医師は乙の医療連携医として登録する」となっているので、今まで通

り NHO医療センターの住所と名称が記載された診断書を使用する。 

 

《医療対策》 

報告：１．平成 27年度 高度医療機器継続研修会 収支報告 

     高橋(雄)理事より報告 

 

２．平成27年度 医療機器・販売管業等の管理者に対する継続研修会 開催報告（11月29日(日)

とちぎ健康の森講堂) 

 

３．平成28年度 医療機器・販売管業等の管理者に対する継続研修会の件 

  11月 27日（日）開催 

 

協議：１．平成 28年度継続研修の際の手伝いのスタッフへの日当の件 

     3,000円/人 お手伝いの理事の先生方は従来通り無給 

 

   ２．講師・スタッフの報酬 マイナンバー対応について  

    

《勤務医》 

報告： １．第 21回栃木県眼科医会手術談話会の件  

5月 20日(金)に開催する。 

 

《日眼医連盟》 

報告：１．連盟より送付の「平成27年度連盟協議委員会摘録」について 

 

２．連盟より送付の「自由民主党 眼科医療政策推進議員連盟 総会 開催」について 

 

３．連盟入会者名簿の送付 

  本県は、76名 44％ 

加入者は HPに掲載される。 

 

《その他》次回理事会は 3月 16日(水) 宇都宮市医師会館で開催する。 

 

(福島一哉 記) 

http://tochigan.jp/apps/　　で現在の

