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巻　頭　言

　我々日本人の暮らしと社会に大きな爪痕を残し
た東日本大震災から、ほぼ一年が経ちました。
　忙しい暮らしの中で、津波や原発事故の報道を
目にすることも日々少なくなり、社会は表面的に
は元の姿を取り戻したように見えてきましたが、
多くの被災地はまだ復興というには程遠い状態で
取り残されたままであり、また真に深刻な状況も
これから長きにわたり起こってくるものと思われ
ます。
　恐らく、以前からの問題であった地域の過疎化
や産業の衰退、住民の高齢化などが、更に加速さ
れた状態で起こってくるものと思われます。
　そこで、必要なのは地域に暮らす人達の生活を
重視し更なる支援を行う事、互いの繋がりを大事
に思い、それぞれのやり方で社会を維持するため
の努力を続けていく事ではないでしょうか。
　もちろん臨床医療に携わる私達眼科医も、診療
の中で市民と気持ちをひとつにして努力していき
たいと思っています。
　さて皆さんもご存じのように、平成24年４月よ
り日本眼科医会は新しい制度での公益社団法人と
して、新しい道を歩む事になりました。その一年
目の目標として、４月14日に行われた定例代議員
会では、よりいっそうの公益性・透明性に配慮し、
国民の保健・福祉の向上に寄与する事、そのため
に、⑴有用な眼科医療情報を構築、整備し、⑵国
民の目の健康に対する意識向上のための啓発を行
い、⑶本会の要望を関係各方面に働きかけ、国民
の目を守るための最善の医療を提供できる環境を
整えたい、という全体目標が掲げられました。
　また、事業計画として、⑴公的な成人の目の健
診プログラムに積極的に取り組む事、⑵コンタク
トレンズ処方のあり方について議論し、一定の方

向性を示すこと、⑶平成26年度診療報酬改定に対
応するデータの構築を開始する事、の三つが重点
事業として揚げられました。
　公的な健診プログラムについては、既に平成22
年５月に本部より厚労省に宛て要望書が送られて
おり、現在東京など一部の地方自治体で行われて
いる公的眼科健診を、規模や形式を統一し全国的
に行えるものになるよう、検討していくものと思
われます。
　コンタクトレンズについては、以前から準備さ
れてきた「コンタクトレンズ処方のありかたに関
する検討委員会」が６月から開催される予定で、
本県からも原裕会長が委員に推挙されました。三
宅謙作前会長の時に発表されたコンタクトレンズ
グランドビューに沿って、更に進めた形で議論が
進むと思いますが、基本はユーザーが安全に使え
る事、そのための眼科医の努力が評価される環境
を形作る事、そして量販店やネット通販の野放し
状態のやり方が抑制される事、が大事ではないか、
と思います。
　診療報酬改定については、昨今の事情から医療
費の大幅増額は望めない状況が続いており、今回
守られた白内障手術点数にしても、直前まで一万
点以下に減点される方向で話が進んでおり、何と
かそれを喰いとめたというのが実情のようです。
しかし医療の現場を見ないままそうした削減の状
況が進んでいけば、困るのは国民です。それらの
影響はゆっくりと現れ、やがて医療の現場を疲弊
させてゆくでしょう。今のうちにしっかりとした
論議をする事が必要ですし、政府を説得するには
まず基本となる数字、データを集める事が必要な
ので、各都道府県眼科医会も、日眼医と協力、連
携を深め努力していくべきかと思います。

副会長　吉　澤　　　徹（鹿沼市）

　　公益社団法人・日本眼科医会

　また、公益法人への移行により、日眼医と都道
府県眼科医会は従来の本部、支部の関係ではなく
なり、組織上は全く別の団体となった事を十分に
認識しておく必要があると思います。今回、代議
員、及び予備代議員の選出については、本県でも
本県でも急遽立候補と選挙についての形を整えま
したが、２年後に行われる次期代議員選挙までに
は、日眼医が代議員選出規定を作成し、各都道府
県はその作業を一部委託される形で選出が行われ

るようになると思います。
　今後、県眼科医会としても以上の状況を踏まえ、
一層日眼医との協力、連帯のもとに眼科医療の充
実のために活動してゆく必要があると思います。
また、どんな活動をするにしても、今後必要にな
るのは社会への情報の開示、透明性の確保であり、
それらが一般市民の皆様に私達の活動の味方をし
ていただくための大きな力となるだろうと思って
います。
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　前眼部疾患に対する手術療法の進歩について、
フェムトセカンド（FS）レーザーに関連するも
のと白内障手術に関連するものに大別して講演し
た。
　フェムトセカンドは時間の単位であり、１フェ
ムト秒=1000兆分の１秒という非常に短い時間を
意味する。FSレーザーは、パルス幅が600～800
フェムト秒の近赤外線レーザーであり、周辺組織
に損傷をきたさずに、角膜などの透明組織に正確
な光切断を行うことが可能である。眼科領域では、
LASIKのフラップ作成、角膜移植への応用、円
錐角膜に対する角膜内リングのトンネル作成、ま
た最近では白内障手術などに応用されている。
　当院においても、2011年より角膜手術用のFS
レーザー（IntraLase iFS, AMO社製）が導入さ
れており、LASIKのフラップ作成、角膜移植に
使用されている。LASIKフラップにおいては、マ
イクロケラトームによるものと比較して、より薄
く均一なフラップ作成が可能であり、切断面がよ
りスムーズであることがわかった。FSレーザー
を用いたLASIK術後では、グレア・ハローの出
現率が低下していた。
　全層角膜移植（PKP）においては、豚眼によ
る前房形成能の基礎実験を行い、サイドカットの

デザインはZigZagが優れていることを証明した。
それを踏まえてZigZag-PKPを臨床応用している。
ZigZagデザインでは、タイトな縫合が必要なく、
角膜接着部がより自然な形態になる。接着部が従
来法より強固となる利点がある。また、最近では
角膜内皮移植などの角膜パーツ移植にも、FSレー
ザーを応用している。
　近年、白内障手術の概念が、白内障を治療する
開眼手術から、より質の高い視機能を獲得する復
眼手術へと変化してきている。その中で眼内レン
ズ（IOL）の新しい付加価値機能として注目され
ているトーリックIOLと多焦点IOLに着目した。
　トーリックIOLは、白内障手術に不可欠なIOL
挿入において、one stepで角膜乱視を軽減し、術
後裸眼視力を向上させる有効なツールである。
　多焦点IOLは、以前から考えられていたIOLで
あるが、近年、光学的デザインの工夫や切開創の
極小化による術後惹起乱視の低下によって、注目
度が増している。屈折型と回折型に分けられるが、
当院では近方視力が得られやすい回折型を多く使
用している。多焦点IOL挿入眼は、実用的な遠方・
近方視力が得られ、患者の術後満足度は高い。多
焦点IOL成功の秘訣は、適切な期待度、適応基準
に基づく厳選された患者選択が重要である。

１．治らない結膜炎？—涙小管炎５例の治療
自治医科大学眼科○小　幡　博　人

　涙小管炎は、難治性の結膜炎として数ヶ月～数
年にわたりフォローされることがある。薬物治療
だけで治癒させることは困難であるが、一方、菌
石の物理的除去のみでは再発することがある。今
回、綿棒による菌石の圧出と適切な薬物治療の併
用で治癒した涙小管炎５例を報告する。症例は48
歳女性、60歳女性、76歳女性、66歳男性、76歳男
性の５例である。全例でニューキノロンの点眼薬
が処方されていたが症状は改善されず当科へ紹介
となった。まず２本の綿棒による菌石の圧出を
行った。培養では種々の嫌気性菌が検出されたが、
放線菌は検出されなかった。しかし、菌石の病理
検査で、グラム染色、PAS染色、グロコット染色
に陽性の菌糸が検出され放線菌と判断された。処
置後、エコリシンⓇ点眼とサワシリンⓇの内服を
行い、症状の改善をみた。放線菌は培養が難しい
といわれている。放線菌にはペニシリン系やマク
ロライド系の抗生物質が有効である。

２．YAGレーザーによる眼内レンズ損傷後の視
機能

獨協医科大学眼科○並　木　滋　土
松　島　博　之
勝　木　陽　子
向　井　公一郎
妹　尾　　　正

HOYA株式会社　メディカル事業部○日　高　次　郎
目的：YAGレーザーによるIOL光学部損傷が視機

能に影響するか実験的に検証した。
方法：IOLを用意し、YAGレーザーを使用して故

意にIOL光学部にクラックを作製した。IOLの
解像度をIOLメーターで測定し、WKマルチコ
ントラスト視力表をCCDカメラ付き模型眼で
撮影した。また、硝子体手術に対する影響を
評価するため、模型眼眼底に貼られたUSAF
チャートを観察、撮影した。
結果：YAGダメージIOLの解像力はISO規格を満

たしていた。WKマルチコントラストスコアは

コントロールに対してYAGダメージIOLは軽度
の低下があった。USAFチャートの観察像はコ
ントロールとYAGダメージIOLのいずれも同等
であった。
結論：YAGレーザーによるIOL光学部損傷は、過

度なダメージでなければ視機能に影響し難いこ
とが解った。

３．視力良好な増殖糖尿病網膜症に対する早期硝
子体手術

自治医科大学眼科○青　木　真　祐
大河原　百合子
佐　藤　幸　裕

青木眼科医院○青　木　真　祐
目的：術前視力が良好な増殖糖尿病網膜症（PDR）

に対する硝子体手術の術後経過を検討した。
対象・方法：対象は2009年４月以降に手術し、術

後６ヶ月以上経過観察できた症例のうち、術前
視力が0.5以上の17例17眼。手術適応は硝子体
出血７眼、黄斑偏位４眼、進行性の線維血管膜
４眼、黄斑外剥離２眼であった。黄斑浮腫に対
する手術は除外した。
結果：最終視力は0.7以上が13眼76%で、0.1未満

も２眼認めた。１眼は再増殖による網膜剥離を
反復し、６回の再手術で網膜は復位した。他の
１眼は進行性の線維血管膜の28歳女性で、術後
５ヶ月目に血管新生緑内障を発症し、1.2から
光覚弁となった。
結論：術前視力良好なPDRの早期硝子体手術を

行った場合、最終視力が重篤な術後合併症によ
り高度な視力低下例も約10％あり、再増殖への
対策や全身状態への配慮が必要と考えた。

４．多彩な検査所見を呈した眼内悪性リンパ腫
獨協医科大学眼科○中　村　恭　子

鈴　木　重　成
妹　尾　　　正

　75歳男性。右視力低下を自覚し硝子体混濁にて
近医より紹介となった。
　眼底検査で硝子体混濁、黄白色の滲出斑、FAG
検査で滲出斑に一致した蛍光漏出を認めた。採血
にて好酸球上昇、トキソプラズマ抗体価、トキソ

一般講演抄録

特別講演

前眼部疾患に対する手術療法の進歩

獨協医大眼科　後　藤　憲　仁

第62回栃木県眼科集談会
平成23年10月21日㈮
於：宇都宮市医師会館
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プラズマIgG抗体、IgM抗体、トキソカラチェック、
クォンティフェロン全て陽性、ツベルクリン反応
強陽性、前房水にてIL10/IL６比１以上を認めた。
滲出斑は移動性、多発性変化を認めた。硝子体細
胞診により眼内悪性リンパ腫であると診断した。
全身精査にて後に脊髄浸潤を認め、右硝子体原発
の悪性リンパ腫として加療し寛解したが、１年後
に脳・脊髄液に再発した。結論：進行性の悪性リ
ンパ腫であり、トキソプラズマ、トキソカラの陽
性結果は日和見感染、結核は既感染であったと考
えられた。早期診断には慎重である必要があり、
経過を経ることで確定診断に至る症例があると思
われた。

５．後期緑内障患者の自動車運転能力・ドライビ
ングシミュレータでの評価

自治医科大学眼科○青　木　由　紀
国　松　志　保
川　島　秀　俊

原眼科病院○原　　　　　岳
たじみ岩瀬眼科○岩　瀬　愛　子

本田技研工業株式会社○小　野　　　浩
目的：後期緑内障患者（両眼ともハンフリー視野

中心24-2プログラム-12dB以下）にドライビン
グシミュレータ（以下DS）を施行し、正常中
高年の結果と比較し、自動車運転能力を評価し
た。
対象と方法：2010年９月～2011年９月当院緑内障

外来およびたじみ岩瀬眼科にて、DS施行可能
であった70歳未満の後期緑内障患者19名，正
常中高年19名を対象とした。既存のDSである
Hondaセーフティナビを改変し、一般乗用車の
フロントガラスからの眺めを再現し、速度一定、
ハンドル操作なく、視野狭窄患者が事故を起こ
しやすいと思われる側方からの子供や車の飛び
出しなど18場面を設定した。

結果：事故率は、全342場面中、後期緑内障患者
で113場面（33%）であり、正常中高年（59場面、
17%）より有意に高かった（p<0.00001）。
結論：DSを用いることにより、運転継続中の後期

緑内障患者へ、自分の運転の危なさを自覚させ
ることができた。今後、視野障害パターンに合
わせた安全運転指導のための助言案を作成した
い。

６．前房内に残存した粘弾性物質がもたらす眼圧
変化の実験的検討

獨協医科大学眼科○宮　下　博　行
向　井　公一郎
松　島　博　之
妹　尾　　　正

目的：粘弾性物質は白内障手術等の内眼手術で利
用されるが、術後に前房内に残存すると眼圧上
昇を来す。今回、前房内に残存した粘弾性物質
がもたらす眼圧変化を実験的に検討した。
方法：22週齢の日本白色家兎を６羽用意した。全

身麻酔後、オペガンⓇ（参天製薬、O群）、ビスコー
トⓇ（アルコン、V群）、ビーエスエスプラスⓇ（ア
ルコン、B群）で前房内を全置換し、術前から
術後168時間までの12時間毎に眼圧を測定した。
また無処置群（C群）も同時に眼圧を測定した。
結果：術 後12時 間 後 にO群 で28.3mmHg、V群

で26.0mmHgと 高 眼 圧 を 示 し た。24時 間 後
にはV群は14.5mmHgまで低下したがO群は
21.8mmHgで あ っ た。O群 は36時 間 後 に は
17.3mmHgまで低下した。B群、C群は大きな眼
圧の変動がなかった。
結論：オペガンⓇは重量平均分子量がビスコート

Ⓡと比較して大きい。前房内に粘弾性物質が残
存した場合、重量平均分子量が大きいほど長時
間眼圧が上昇しやすいことがわかった。

　紛争は誰しも望まないものである。医事関係紛
争についても、誰もその当事者になりたいとは考
えていない。医師、看護師ら医療スタッフはもち
ろんのこと、患者や家族も、である。
　誰も望んでいないにもかかわらず、何故、紛争
が発生するのであろうか。
　発生してしまった医事関係紛争を見ていると、
患者・家族の治療に対する期待と不安の狭間にお
いて生じた結果が、治療前に予期していたものと
ギャップがあることに端を発しているように思わ
れる。つまり、患者や家族の「気持ち」如何によっ
て紛争が発生し、或いは紛争が激化する。

　予期せぬ結果が生じた後の対応を適切に行え
ば、紛争の発生を防ぎ、或いは発生した紛争の激
化を防ぐことができる可能性があることは容易に
想像できるが、同様に、結果が生じる前の対応を
適切に行うことで、結果発生後の患者・家族の「気
持ち」を穏やかなものとすることも可能であると
言えよう。
　チーム医療という言葉を良く聞くが、そのチー
ムのメンバー表に患者や家族の名前は載っている
だろうか。医師、看護師ら医療スタッフの対戦相
手は、決して、患者や家族ではないはずである。

特別講演

医事関係紛争から考えるあるべき医療の姿

三宅坂総合法律事務所　水　沼　太　郎

第63回栃木県眼科集談会
平成24年４月15日㈰

於：自治医大研修センター中講堂
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１．最近８年間の眼瞼腫瘍の統計
自治医科大学眼科○大久保　裕　子

小　幡　博　人
緒言：我々は以前、1990年１月から2004年２月ま

での眼瞼腫瘍の頻度について報告した。今回、
それ以降の眼瞼腫瘍の頻度について調査したの
で報告する。
対象と方法：対象は2004年３月から2011年12月ま

で当科を受診し、病理診断の得られた眼瞼腫瘍
111例112眼（男性45例、女性66例）である。病
理診断報告書をもとにレトロスペクティブに調
査した。
結果：良性腫瘍は78眼（70％）、悪性腫瘍は34眼
（30％）であった。良性腫瘍と悪性腫瘍の平均
年齢はそれぞれ59.0±19.3歳、74.8±10.7歳であ
り、両者間に統計学的に有意差があった。良性
腫瘍の主なものは、母斑20眼、脂漏性角化症17
眼で、約半数を占めていた。悪性腫瘍の主なも
のは、脂腺癌19眼、基底細胞癌11眼で、脂腺癌
が56%を占めていた。母斑、脂腺癌、基底細胞
癌は女性の方が約２倍多くみられた。
結論：脂腺癌は以前の報告に比べて頻度が高まっ

ている。

２．結核性ぶどう膜炎が疑われた症例の臨床経過
の検討

獨協医科大学眼科○渡　邉　智　子
鈴　木　重　成
妹　尾　　　正

目的：結核性ぶどう膜炎が疑われた症例の臨床経
過を検討した。
対象と方法：ツベルクリン反応陽性、クォンティ

フェロン陽性から結核性ぶどう膜炎と判断した
症例を対象とし、レトロスペクティブに初診時
と経過中の所見を比較検討した。対象は15例、
平均年齢は52.8±13.1歳、平均観察期間は36.7±
38.4ヶ月であった。
結果：初診時所見は、網膜血管炎、虹彩毛様体炎、

脈絡膜粟粒結核、強膜炎が認められた。
　　結核の確定診断がついたのは２例であった。

　　抗結核療法は、８例で施行されており、改善
５例、不変１例、悪化３例であった。抗結核療
法未実施は７例で、改善２例、不変４例、悪化
１例であった。

　　15例中３例が後にベーチェット病と診断され
た。
結論：結核性ぶどう膜炎が疑われた症例の中に

は、経過中に主症状が出現しベーチェット病と
臨床診断される症例もあることが判り、ベー
チェット病を念頭に入れ経過を観察する必要が
あると思われた。

３．裂孔原性網膜剥離患者の網膜復位術後に生じ
た交感性眼炎の１症例

自治医科大学眼科○吉　田　　　淳
佐　藤　幸　裕
川　島　秀　俊

日本大学板橋病院眼科○原　　　雄　将
緒言：内眼術後の交感性眼炎は稀で、わずかに報

告が散見するのみである。今回、裂孔原性網膜
剥離に対する網膜復位術後に生じた交感性眼炎
を経験したので報告する。
症例：症例は17歳男性。既往歴にアトピー性皮膚

炎があり、両眼強度近視眼。2011年８月頃右眼
視野異常を自覚、近医にて裂孔原性網膜剥離と
診断、当科紹介。９月20日右網膜復位術施行、
術後経過良好で27日退院。12月初旬両眼の霧視
を自覚。12月12日当科受診、両眼に漿液性網膜
剥離・前房硝子体の軽度炎症・視神経乳頭の発
赤がみられ、ＦＡ及びOCＴにて後極部網膜下
に造影剤貯留を、髄液検査にて無菌性細胞増加
を認めた。網膜復位術後の交感性眼炎と診断し
ステロイドパルス療法と内服漸減療法を開始。
以後漿液性網膜剥離は消失し再燃はない。
考察：本症例のように手術の侵襲などをきっかけ

に交感性眼炎が発症する可能性があり、注意深
く術後経過を診てゆくことが重要である。

４．OQASⅡを用いた白内障手術後の眼内レンズ
の評価

獨協医医科大学眼科○青　瀬　雅　資
松　島　博　之

一般講演抄録 後　藤　憲　仁
寺　内　　　渉
妹　尾　　　正

目的：アクリソフ（Alcon）はグリスニング、ホ
ワイトニング等によりIOL交換が必要となる症
例もあるが、混濁程度を評価することが困難で
ある。今回我々は、眼内の散乱光を定量化でき
るOQASⅡ（Visiometrics）を用いて、白内障
術後長期経過症例のIOLを評価した。
方法：対象は2002年３月から2008年12月まで

に当院にて白内障手術を施行した症例で、
MA60BM（Alcon）を挿入した症例をMA群、
VA-60BBとPY-60AD（HOYA）を挿入した症
例をV+P群とした。検討項目は、視力、術後
観察期間、後嚢切開の有無、眼内の散乱光の値
で あ るObjective Scattering Index（OSI） で、
retrospectiveに検討した。
結果：視力平均はMA群で0.86、V+P群で0.81、

術後平均観察期間はMA群で９年６ヶ月、V+P
群で５年１ヶ月、後嚢切開を施行している症例
はMA群で50%、V+P群で73%であった。OSI
はMA群で5.0±2.7、V+P群で2.0±0.9で、MA
群が統計学的有意に高値であり、MA群のOSI
と挿入年数を解析すると相関係数0.64と正の相
関を認めた。
結論：OQASⅡはIOLの散乱光を客観的に評価す

ることが出来る。アクリソフは経年的にOSIが
増加する。

５．糖尿病患者の眼底スクリーニング
　　―無散瞳眼底カメラでの検討―

自治医科大学眼科○佐　藤　幸　裕
大河原　百合子
反　保　宏　信
牧　野　伸　二

目的：無散瞳デジタル眼底カメラを用いた糖尿病
患者の眼底スクリーニングの有用性と限界を検
討した。
対象と方法：糖尿病患者680例1,360眼を対象に、

画角45度の無散瞳デジタル眼底カメラで、１眼
につき４方向のカラ－写真を撮影し、付属ソフ
トで合成したパノラマ写真を含めた計５枚を電

子カルテに取り込み、モニター画面上で判定し
た。
結果：680例中４例（１％）が開瞼や固視が不良

で撮影できなかった。撮影できた676例中79例
（12％）、1352眼中138眼（10％）が判定不能で
あり、主な原因は白内障と散瞳不良であった。
年齢別にみると、50歳未満で１％、50～69歳で
10％、70歳以上で28％が判定不能であった。撮
影時間は両眼で平均20分を要した。
結論：無散瞳デジタル眼底カメラでの糖尿病患者

眼底スクリーニングは約90％で判定可能で有用
と考えた。限界は、70歳以上の高齢者では判定
不能が多く、４方向撮影では撮影時間が長い点
にあると思われた。

６．栃木県におけるロービジョンの現状
獨協医科大学眼科○鈴　木　重　成

妹　尾　　　正
背景と目的：塩原視力障害センターが閉所になる

ことから、栃木県におけるロービジョンの現状
を検討した。
方法：主に聞き取りにより、ロービジョンケアを

行っている施設、視覚障害者の生活訓練・職業
訓練を行っている施設、ロービジョンに係る団
体・企業などの所在地を調査した。
結果：関連団体10団体、大学病院３大学、個人開

業医院２院、眼鏡店２店、教育施設２施設がロー
ビジョンケアに関係していた。それらは、主に
県庁所在地の宇都宮市に所在していた。宇都宮
市以外のロービジョンケア関連施設は、鉄道機
関、幹線道路の沿線にみられた。
結論：診療報酬改定に伴いロービジョン検査判断

料が認められた。財務的裏付けがなされたので、
今後はロービジョンケアを積極的に行う施設が
増加すると予測される。ロービジョンケアは、
眼科診療（医療）と教育・福祉との間に位置す
ると考えられている。ロービジョンケアを行う
施設が増えると、医療とロービジョンケアの垣
根は低くなる。一方、ロービジョンケアを行う
施設と教育・福祉に携わる人々との連携が課題
となる。今後、連携のためのネットワークの構
築が必要と考えられた。
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７．増殖糖尿病網膜症に対し短い照射時間で行っ
た汎網膜光凝固の比較検討

青木眼科医院○青　木　真　祐
　増殖糖尿病網膜症（PDR）に対し汎網膜光凝固

（PRP）の照射時間を短くした場合と従来用いら
れる照射時間で行った場合の痛みを中心とした比
較検討を行った。
　11例22眼が検討対象となり、片眼を照射時間
0.05secで行い、もう片眼は照射時間0.2secで行っ
た。対象者には毎回照射後にpain scoreを用い、
痛みの程度を判定してもらい、同時にその痛みが
どれほど続いたのかを、全照射時間を100%とし
た場合に何％であったか判断してもらった。
　Pain scoreで照射時間0.05secと0.2secではそれ
ぞれ、2.3±1.1、4.9±1.4、痛みの頻度で17.0±
11.4、40.2±18.9であった（P<0.05）。0.05secでは
照射数が多く、強い照射パワーが必要であった。
照射後の明らかな効果の差は認められなかった。

８．SD-OCTによる神経節細胞解析の使用経験
原眼科病院○橋　本　尚　子

原　　　　　岳
本　山　祐　大
成　田　正　弥
原　　　たか子
原　　　　　孜

目的：黄斑部神経節細胞層厚と視野障害の相関を
検討する
対象：緑内障疑いで当院に受診、高眼圧症で経過

観察中、緑内障で通院治療中の580眼。

方法：黄斑部神経節細胞層厚はSD-OCTである
ZEISS社CirrusⓇ のGCAプログラムを用いて
測定、解析し、平均GCA値を用いた。視野は
ZEISS社ハンフリー視野計30-2で測定したVFI
値を解析の対象とした。Peasonの相関分析を
用いた。
結果：対象VFIと平均GCA値の相関係数はR＝

0.537（P<0.01）で弱い順相関が認められた。視
野の初期群、中期群、末期群の黄斑部神経節細
胞層厚は、各々76±9.9μm、65±9.6μm、59±9.9
μmで、3群間で有意差が認められた（p<0.01）。
結論：黄斑部神経節細胞層厚と視野障害には相関

が認められた。

９．国際医療協力での白内障手術の現状
たかはし眼科○高　橋　雄　二

阿久津眼科○堀　　　秀　行
くらとみ眼科○倉　富　彰　秀

　昨年年末に、バングラデシュでの白内障手術を
主体としたボランティア活動に参加した。この活
動は、1995年から倉富彰秀医師がインドではじめ
たもので、1999年にNPO法人POSAとして届出、
2000年よりインドからバングラデシュに活動拠点
を移して活動し、2011年で12回目になる。今まで
に802眼の白内障手術を施行した。今回は1360名
スクリーニングして105人手術を行った。今回の
発表では、バングラデシュでの医療活動の概略、
そして医療事情、今回のアイキャンプの概要と、
現地眼科医の手術方法を中心に紹介する。

　ロービジョンケアは多くの患者である視覚障害
者が保有能力（視覚）を最大限に活用してQOL
の向上を目指すケアです。
　眼科を訪れる人は何らかの視覚的問題をもち、
これらを解決するのが眼科医療の使命です。近年
の眼科治療、とくに手術療法の発達は目覚まし
く、失明する患者は減少していますが、視機能が
回復できない患者がいるのも事実です。このため
患者である視覚障害児･者に対し支援が必要であ
ることは医療者なら誰でも認めていますが、ロー
ビジョンケアを行う眼科はまだ少ないのが現実で
す。しかし、病める病気を診るのではなく、目に
病気をもつ人を診ることで、ロービジョンケアは
始まると思います。このように考えれば、ほとん
どの眼科医はすでにロービジョンケアを始めてい

ます。そして、視能訓練士や看護師などコメディ
カルとともに支援します。
　本講演では私が経験してきた眼科医療での実践
をお話したいと思います。
本講演の要点
・ロービジョンケアとは
・眼科医の役割
・視能訓練士の役割
・看護師の役割
・患者や家族の役割
【参考図書】
　「ロービジョンケアの実際」第２版　医学書院， 
2006
　「知っておきたい子どもの目のケア」少年写真
新聞社，2007

ロービジョンケアは眼科医療から

北九州市立総合療育センター眼科　眼科部長　高　橋　　　広

第45回栃木県眼科医会研究会
平成23年６月24日㈮

於：宇都宮グランドホテル

　老齢人口の増加とともに、血管を原因とした網
膜疾患の患者数が増加している。その中でも網膜
静脈閉塞症は、糖尿病網膜症に次いで頻度の高い
網膜疾患であり、日本では数十万人から100万人
ほどの患者が存在していると推定されている。近
年、本疾患に関して、いくつかの大規模研究の結
果が報告されているが、高血圧、心血管系傷害、
糖尿病との関連の有無については錯綜している。
治療に関して言えば、従来から網膜光凝固治療が

有効な治療と認められてきた。しかし、最近は硝
子体手術、副腎皮質ステロイド薬治療、抗血管内
皮増殖因子（VEGF）薬治療、組織プラスミノー
ゲン治療が試みられている。昨今は、治療の根拠
にエビデンスが求められており、現状を正しく認
識しておくことが必要であるが、本講演では、そ
れらの点について現状と将来の展望について述べ
る予定である。

網膜血管疾患の治療と問題点について

坂　本　泰　二鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
先進治療科学専攻　感覚器病学講座　眼科学分野教授
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　小眼球症は先天的に眼球全体が小さい状態で、
出生10万人に10～19人の頻度で起こる稀な疾患で
ある。眼球全体が小さいもの以外に、角膜、水晶体、
網膜・硝子体などの発生異常や全身異常に伴って
眼球の発達が障害されて起こるものも多く、臨床
的無眼球、極小眼球という重度のものから軽度の
小眼球まであり、臨床像は多彩である。一般には
乳幼児期に発見されるが、軽症例では成人になっ
て白内障、緑内障などの併発症を生じて初めて診
断に至る例もある。小眼球症の多くは原因が不明
で根本的な治療法は確立していないが、保有視機

能の発達を促すため、重症例では整容治療を要す
るため、早期に診断して適切な治療を行うことが
課題である。また併発症をきたした例では重篤な
視力障害を生じるため、生涯にわたる管理が不可
欠である。
　本講演では、2009年に実施した全国調査に基づ
き、本邦における小眼球症患者の実態について述
べたい。日常臨床における小眼球症の診断と管理
のポイントについて概説し、我々の施設で経験し
た小児のさまざまな小眼球症の治療経過について
ご紹介したい。

　　小眼球症の診断と管理

国立成育医療研究センター　仁　科　幸　子

第34回獨協医科大学眼科・栃木県眼科医会合同講演会
平成23年７月22日㈮

於：獨協医科大学臨床医学棟10階講堂

　外眼筋は手術以外では直接観察できないため、
その観察にはCT、MRIなどの画像診断が有用で
ある。特にMRIは軟部組織の描出能に優れ、眼窩
脂肪と外眼筋のコントラストが良好であるため詳
細な形態観察が可能である。さらに脂肪抑制画像
を用いることで外眼筋の炎症状態も把握できる。
このため、甲状腺眼症の筋の腫大や炎症、固定内
斜視の外眼筋走行異常など、外眼筋自体に病変が
ある場合は、眼科画像検査は必須となる。しかし、

眼科側から放射線科に画像検査を依頼するだけで
は、眼科医が希望する画像が得られないことをし
ばしば経験する。すなわち、依頼を受ける放射線
科では眼科領域の画像診断の実績が少なく、眼科
の解剖学的特殊性もあり、放射線科だけで眼科領
域に特化した適切な条件設定をするのは困難で
ある。本講演ではMRIを中心に、眼科医が主体と
なって行うべき外眼筋の画像診断の具体的なプロ
トコールを解説し、実際の症例を供覧する。

　　外眼筋のための画像診断

滋賀医科大学眼科学講座　西　田　保　裕

　私が東京女子医大東医療センター眼科に勤務し
ていた2009年４月～2011年９月に経験した内因性
ぶどう膜炎患者について、その臨床統計を総括報
告する。初診患者は101症例（男性40例、女性61例）
で、初診時年齢は平均51.4歳（５～91歳）であった。
眼科初心患者総数に対するぶどう膜炎初診患者の
割合は1.43％であり、これは過去の他施設の報告
と大きく変わりはなかった。しかし101症例の原
因疾患を調べると、ヘルペス性虹彩炎12例、急性

前部ぶどう膜炎10例、ベーチェット病６例、サル
コイドーシス６例、原田病６例、ポスナー・シュ
ロスマン症候群４例といった順位となり、分類不
明が46例あった。ヘルペス性や急性前部ぶどう膜
炎といった前部ぶどう膜炎が上位となったが、こ
れは他施設特に大学病院における報告とはかなり
異なっていた。このような結果になった背景を考
察するとともに、いくつか症例を提示したい。

東京女子医科大学東医療センターにて
経験したぶどう膜炎症例

自治医科大学眼科学教室講師　吉　田　　　淳

第19回栃木県眼科セミナー
平成24年２月10日㈮
於：ホテル東日本宇都宮

　 滲 出 型 加 齢 黄 斑 変 性（age-related macular 
degeneration;以下AMD）は、脈絡膜新生血管

（choroidal neovascularization;以下CNV）を特徴
とする進行性の疾患で、欧米では中途失明の第一
の原因であり、本邦においても高齢化社会の進行
に伴い患者数の増大が予測されている。
　AMDは適切に治療を行なえば良好な視力が得
られうる疾患となってきたが、一旦病態が悪化す
ると改善するのが困難であるため診療においては
注意が必要である。特に、病状を見極め専門医に
紹介するタイミングが大切である。
　また、我々はCNVに関わる重要な因子、発症

を予防する新たな治療標的を発見する事を目標と
して研究を行っている。発症に先行する加齢性の
変化を細胞内沈着物による分子傷害、酸化ストレ
スによる細胞障害、それと平行しておこる慢性炎
症としてとらえ、それぞれの分子機序の一端を明
らかにしてきた。さらに、臨床研究では日本人
AMDの臨床的特徴について解析を行い、日本人
に多いポリープ状脈絡膜血管症とAMDの病態解
明を試みている。
　本講演では実際の症例を提示してAMD診療の
注意点について述べる。さらに、AMD発症のメ
カニズムについての概説も行う。

加齢黄斑変性：病態の理解と診療の注意点

東京大学医学部附属病院　特任講師　柳　　　靖　雄
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　糖尿病性網膜症は本邦における失明の最も重要
な原因となっている。糖尿病性網膜症の早期発見・
早期治療は、失明を防止するために非常に重要と
なることから、眼科医と内科医の密接な連携が大
切となる。糖尿病性網膜症をはじめとする腎症や
心血管障害なども含めた糖尿病性血管合併症の発
症・進展防止の観点より、より早期からの耐糖能
異常・糖尿病への介入が重要となる。日本糖尿病
学会では昨年、糖尿病の診断指針を改訂するとと

もに、HbA1cの表記を国際基準に適合する形へ
変更することにより、国際基準に適合させること
により、これまで以上に厳格な血糖管理の実施が
可能となった。治療面からは多くのインクレチン
関連薬が医療現場に登場にしてきたことよりその
エビデンスの集積とともに２型糖尿病の治療のア
ルゴリズムについても大きな変化が起こりつつあ
る。このような観点から、最新の糖尿病診療に関
する知見について概説させていただきたい。

　　最近の糖尿病診療の動向

桐生大学医療保健学部栄養学科　清　水　弘　行

第５回栃木県内科眼科関連疾患懇話会
平成23年11月10日㈭

於：宇都宮東武ホテルグランデ

　糖尿病網膜症は、現在内科的な病診連携、診診
連携が最も良く確立されつつある疾患の１つであ
るといえます。最近は他科の先生方から、長期糖
尿病経過観察をされている患者様の眼底精査依頼
も多く、また多くの眼科医も内科的コントロール
の重要性を痛感している疾患です。とはいえ網膜
症による中途失明率も依然として２位の位置を占
め、眼科主要疾患の一つとなっております。眼科
における糖尿病治療も光凝固術の開発とともに飛
躍的に発展を続け、以前は失明防止的な意味合い
が強かった網膜硝子体手術も、今日では半数近く
が視力を改善することができる手術へと変化し
ています。多くの疫学調査に基づいた手術適応時
期の判断や手術器具の発達による技術進歩によっ
て、視力回復目的に手術の適応となる糖尿病網膜
症患者は広がってきています。今回の講演は最近
の網膜症手術適応の時期や、手術主義の変遷を具
体的な症例を交えて報告させていただきます。
　1988年Reavenによって提唱されたsyndrome X
の概念は一般的に広まりつつある疾患概念で、マ
ルチプルリスクファクター症候群ともいわれてお
ります。ある特定の因子を基盤として、高血圧、
脂質異常、耐糖能異常、肥満等、お互いに関連し
あった特定の危険因子が重なることによって、そ
の下流に起こる大きな疾患イベントが効率に生じ
やすくなります。現在このsyndrome Xはメタボ
リックシンドロームとして周知のとおりと思いま
す。
　メタボリックシンドロームにおける眼科的疾患
の位置づけは、最下流のマイクロ・アンギオパ
チーから派生し生じてくる糖尿病網膜症を始めと
する多くのイベントが含まれております。2006年
に中江等をはじめとして報告された中途失明原因
のうち、このメタボリックシンドロームに端を発
しているものは１/３以上にも及んでいます。こ

のような状況にもかかわらず増加傾向にすらある
眼科関連疾患が存在していることは嘆かわしいこ
とです。これらの原因は、眼科に初診されるこれ
らの疾患の患者様の多くがメタボリック・ドミノ
の最下流に位置し、場合によってはそれ以前の内
科的治療すら受けたことがない人が多いためでも
あります。
　しかし、このような状況下で眼科的な疾患に対
する加療も決して手を拱いている訳ではなく、む
しろ飛躍的に発展し続けているといっても過言で
はありません。ここでは、これらのいくつかを紹
介していきたいと思います。
１）糖尿病性網膜症：現在内科的な病診連携、診

診連携が最も良く確立されつつある疾患の１
つであるといえます。最近は他科の先生方か
ら、長期糖尿病経過観察をされている患者様
の眼底精査依頼も多く、また多くの眼科医も
内科的コントロールの重要性を痛感している
疾患です。そのため、網膜症による中途失明
率は以前のダントツの一位から転落し、低下
しております。（といっても２位なのだか…）

　　　周知のとおり、この糖尿病性網膜症は大き
く４期に分類されます（前網膜症、単純型、
前増殖型、増殖型）。現在は治療後の沈静化
した状態を含めると分類が複雑化するため、
日本では広く福田分類が用いられています。
当科での治療方針は、眼底検査で前網膜症で
あった場合、血糖コントロール不良例では３
～６ヶ月に一回の眼底検査、良好例では６ヶ
月～１年に一回の眼底検査、単純型網膜症
では血糖コントロール不良例では１ヶ月に一
回、良好例では３～６ヶ月に一回の眼底検査
を行うようにしております。一方、単純型で
も、場合によっては早期レーザー治療や網膜
硝子体手術を行うことがあります。特に活動

　　糖尿病網膜症アップデート

獨協医科大学眼科　妹　尾　　　正
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性が強い例や、血糖コントロール不良例、白
内障進行例などがそれにあたります。増殖型
網膜症の多くは網膜硝子体手術の適応となり
ますが、血糖の状態、網膜症の進行状況によっ
てレーザー治療を先行させております。また
手術も出来るだけ早い段階での手術が良好な
結果が得られることから、早期での手術適応
へと拡大してきているほか、以前はあきらめ
ていたような糖尿病性黄斑症や黄斑浮腫、血
管新生緑内障に対する網膜硝子体手術も積極
的に取り組まれるようになっております。

２）網膜中心静脈閉塞症：本疾患も以前は、血栓
溶解剤の投与かレーザー光凝固のいずれかを
選択されていましたが、現在は血管外圧解
除を目的とした「内境界膜除去」や「ステ
ロイド眼内投与」、網膜静脈の絞扼解除を目
的とした「Sheathotomy」や「Radial Optic 
Neurotomy」などの選択肢があります。その
効果についてはまだ一定のconsensusを得て
おりませんが、当科でも慎重に手術適応を検
討し執刀しております。

３）加齢性黄斑変性症：本疾患は、日本人の食生
活の変化と相俟って増加しつつある疾患の１
つで、本邦では中途失明の第４位の疾患にま
で上昇してきています。本疾患に対する治療
法も、黄斑部の出血や、新生血管板除去を
目的とした「黄斑下手術」新生血管板の選
択的レーザー光凝固「PDT（photodynamic 
therapy）」などの外科的治療や新生血管増殖

抑制を目的とする「抗VEGF抗体」の投与な
ど飛躍的に治療法が開発されています。当科
では「黄斑下手術」はもとより、昨年より

「PDT（photodynamic therapy）」 を 導 入 し
対応しております。「抗VEGF抗体（ベバス
ズマブ」は現在日本では未承認のため、大学
内倫理委員会に使用申請中です。

以上、近年大きく発展拡大しつつある眼科学的生
活習慣病関連疾患の治療法についてまとめました
が、悪くなって治療するより、悪くならないよう
にすることが慣用と考えております。DCCT（The 
Diabetes Control and Complications Trial）の報
告を見ても分るとおり血糖コントロールによる網
膜症進行抑制効果は一次介入のほうが二次介入よ
り著しく高く効果的だからです。このためには充
分な病診連携、診診連携こそが重要です。以前行
われたアンケート調査では、眼科医が望む内科か
らの診療情報としては、疾患の罹病期間、血糖や
血圧のコントロール状態、合併症や多科に及ぶ全
身疾患の有無（特に眼科医は肝、心、腎疾患に疎
く恐れています。）、治療方針、処方薬剤の内容、
蛍光眼底撮影の可否（つまりは全身状態やアレル
ギーの有無）などが上げられます。逆に内科医か
ら眼科に対する診療情報は、視力、眼圧、網膜症
の病期や活動性、治療方針、運動制限の必要性、
透析時のヘパリン投与の可否などが上げられる。
このような状況を踏まえて、当院眼科ではより良
い連携医療を目指していく所存です。今後ともよ
ろしくお願い申し上げます。

　OCTはタイムドメインからスペクトラルドメ
インへと進化し、画像の解像度が急速に向上して
きている。また、OCTは簡便かつ非侵襲的な検
査のため日常診療においても有用な検査法となっ
てきている。臨床上、OCTの原理を十分に理解
することによりOCTの画像特性や撮影限界が把
握可能と考える。今回、黄斑部を１：硝子体およ
び網膜境界面、２：網膜内層、３：網膜外層およ
び視細胞外節、４：脈絡膜に分類し、各部位にお

ける疾患の診断ポイントおよび治療について解説
を行いたい。
　また、OCTの撮影特性から病態の確認が困難
な症例や限界についても考察を行いたい。今後
OCTの新たな開発および機器の進歩により、画
像撮影のさらなる高速化、高侵達化、高解像化、
広角化が可能となる事により黄斑部の詳細な病態
解明が可能になると考える。

特別講演１

　　日常診療におけるOCTの活用法

獨協医科大学眼科　須　田　雄　三

第５回下都賀眼科診療セミナー
平成23年11月４日㈮

於：宇都宮東武ホテルグランデ

　一般眼科外来には、種々の眼疾患を持つ患者が
来院しております。その中でもとりわけ神経眼科
領域は、迷うべき疾患が多く、困ることが多いか
と思います。今回の講演では、大まかに全身と連
携させた神経眼科の診かたを概説し、特に全科が
そろっている紹介したほうが良いと思われる症例
を具体的に供覧し、お伝えしたいと考えています。
また、神経眼科疾患を契機に来院した方への診察
の手順や治療選択についての話では、複視で来院

することが多い眼球運動障害と、視力障害や視野
障害が主訴である視神経疾患に分けてお伝えした
いと思います。難治性視神経炎では新しい検査法
や新しい治療法が少しずつ広まってきており、併
せてご紹介したく思います。さらに眼から全身性
疾患を発見するために必要なコツをいくつかお話
する予定です。本講演により、少しでも明日の診
療に役立てていただければ幸いです。

特別講演２

神経眼科の診かた
〜日常のピンチ症例から最先端診断まで〜

東京医科大学病院眼科　准教授　毛　塚　剛　司
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　近年、角膜移植は飛躍的な発展を遂げ発達し続
けている。その根幹をなすものは、「パーツ移植」
という考え方と、Quality of Visionの追及である。
現在、「パーツ移植」は角膜内皮が正常な疾患に
対する深部表層角膜移植と、内皮機能不全（水泡
性角膜症）に対する角膜内皮移植、デスメ膜移植
に大別される。レシピエントに対し必要な部分だ
けを移植するといった考え方は、多くの合併症の
軽減や、１つの角膜から複数の患者様に角膜を提
供するといった可能も秘めている。しかし一方で、
術式は必ずしも簡便になっているわけではなく、
特殊な機器を必要とするものもある。「パーツ移

植」をより安全で安定した術式として確立するこ
とは、必要不可欠である。また、エキシマレーザー
による表層角膜切除や培養角膜移植、羊膜移植、
人口角膜移植など多くの技術やマテリアルの導入
によって、角膜移植は白内障手術と同様に視覚の
質（quality of vision）を求めるまでになりつつ
ある。新たな試みとして、近年認可されたFemto 
second laserアシストによる角膜移植にも大きな
期待が寄せられている。
　本講演では、これら最近の角膜移植術式の進歩
について述べ、その残された課題についても言及
したい。

　本講演ではオキュラーサーフェス診療に関する
基本的な事柄から最新の話題まで、具体例を多数
提示しながら詳述する。オキュラーサーフェス疾
患の診察においてまず気をつけたいのは、主たる
病変があると考えられる部位のみを観察するので
はなく、眼表面を構成する角膜、結膜、涙液、眼
瞼をオキュラーサーフェスという一体のものとと
らえながら診療に当たる事である。角結膜疾患に
は、感染症、アレルギー疾患、免疫学的異常、変
性疾患、遺伝性疾患など、多種多様な疾患が含ま
れ、それぞれの基本的な所見や検査法を知ってお
くことが求められる。臨床で頻度の高いのは感染
症である。細菌、真菌、アカントアメーバ、ヘル
ペスウイルスなど原因も多種であり、特徴的な所
見・検査法やそれぞれに対する治療法を知る必要

がある。アレルギー反応や免疫学的異常では、角
結膜における特徴的な所見から診断される場合が
多いが、実際の臨床例では診断に苦慮する場合も
多い。例えば、角膜に浸潤巣がある場合、感染で
あるのか、アレルギー反応の関与する自己免疫的
な反応であるのかを判別するのが困難な場合もあ
る。また、角結膜障害を引き起こす一因として涙
液の異常も忘れてはならない。さらに、使用され
ている点眼剤や全身投与薬剤の眼表面への影響も
重要なポイントである。しっかりとした問診を行
なうことが、診断を大いに助けることになる症
例も多い。最近の話題として、診断面での前眼
部OCTやconfocal microscope、治療面では角膜
lamellar surgery、角膜再生医療、フェムトセカ
ンドレーザーの応用などについてもお話しする。

　　角膜移植アップデート

オキュラーサーフェス診療アップデート

獨協医科大学眼科　妹　尾　　　正

第46回栃木県眼科医会研究会
平成24年１月20日㈮

於：宇都宮グランドホテル

天　野　史　郎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
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　再発性角膜上皮びらんは、外来でありふれた疾
患の一つであるが、その診断と治療は決して容易
ではない。「木の枝の先で目をついたあと、上皮
びらんを繰り返す」という典型的な病歴があれば
悩むことはない。しかし実際は、軽微な外傷の既
往（記憶）が無い例、前房内炎症や角膜裏面沈着
物を伴う例、樹枝状の角膜上皮障害を伴う例、さ
らには上皮びらんが無い例なども多い。このよう
な患者に対して抗炎症薬や抗ウイルス薬を処方し
ても決して改善することはなく、薬剤毒性も合わ
さることによりかえって病態は複雑になる。この
ように、非典型的な再発性角膜上皮びらんは、患
者にとっても、眼科医にとってもストレスとなる
疾患と言える。
　悩んだ末に、細隙灯所見や病歴に頼ることなく、
再発性角膜上皮びらんを診断する方法を見いだし
た。その方法は決して難しいものではない。「点
眼麻酔後に鑷子の先で角膜表面を触診する」だけ
である。再発性角膜上皮びらんの場合、上皮と実

質の接着不良が生じているために、角膜を触診す
ると上皮がずれてしわが寄る。この「しわサイン」
を丹念にチェックすることにより、角膜全体のど
の部位において上皮と実質の接着不良が生じてい
るかを知ることができる。
　角膜の触診により再発性角膜上皮びらんの診
断を確定し、病変の局在を決定した後は、適切
な治療を行うこととなる。私は27Gあるいは30G
針を用いて角膜実質の表層を穿刺するanterior 
stromal punctureを行っている。それは、私が考
える再発性角膜上皮びらんの発症メカニズムに
合った治療法であるためである。
　本講演では、再発性角膜上皮びらんの診断法か
ら治療法、さらに想定される発症メカニズムに至
るまで、教科書では記載されることのない内容に
ついて触れる予定である。さらにその内容は、次
の日の外来から役に立ち、「上皮障害のない再発
性角膜上皮びらん」の患者がいかに多いかを痛感
することができるはずである。

再発性角膜上皮びらんの発見法と対処法

筑波大学医学医療系　眼科学准教授　加　治　優　一

第21回下野眼科談話会
平成24年３月16日㈮
於：小山グランドホテル

　白内障手術は、小切開から挿入できる着色、非
球面、乱視矯正、多焦点などの付加価値の高い眼
内レンズの開発で、ＱＯＶ（quality of vision）の
向上を目的とした水晶体再建が行えるようになっ
た。
　一方、先天異常、緑内障、ぶどう膜炎、角膜混
濁、網膜剥離など、様々な病態を合併した白内障
手術は、手術による合併症で不幸な経過を辿るこ
とがあり、術中・術後合併症対策を術前から十分

に検討しなければならない。例えば小児において
は、術後の眼圧上昇や、後発白内障による視力低
下などの合併症を起こさない手術、緑内障を合併
している症例では、流出路再建を中心に病態に応
じた安全な手術を行う必要がある。
　本講演では様々な難症例に対する治療戦略につ
いて解説し、それぞれの局面に応じた手術戦略を
ビデオで供覧する。

特別講演

白内障手術の難治症例への対処法について

東京大学眼科講師　永　原　　　幸

第17回栃木県眼科手術談話会
平成24年５月18日㈮

於：宇都宮市医師会館５階講堂
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１．｢母の白内障手術｣
国際医療福祉大学塩谷病院眼科○上　田　昌　弘

　自分の肉親の手術をすることは、術者にとって
少なからずプレッシャーを感じるのが普通であ
る。このプレッシャーはどこから来るのか。おそ
らく、「いつもと同じ平常心で手術ができるだろ
うか」という一抹の不安が原因になっていると思
われる。今回、実の母親の白内障手術を行う機会
があったため、その経過について報告する。
　症例は、88歳、女性。平成23年12月13日、運転
免許の更新のため警察署で視力を測ったところ、
視力不良を指摘された。その後、息子であり眼科
医である私のところに電話で相談があり、12月24
日、当科を受診した。
　視力は、右眼が0.5（n.c.）、左眼が0.5（0.6）で、
両眼開放矯正視力は（0.6～0.7p）であった。眼圧
は、両眼とも16mmHg。細隙灯顕微鏡検査にて両
眼に核白内障を認めたが、眼底検査では特に異常
はみられなかった。とりあえず眼鏡を作成すれば
運転免許の更新は可能かと思われたが、88歳とい
う年齢を考えて手術を勧めたところ、本人もその
場で了解した。
　それから手術までの間、私自身、何とも言えな
いある種のプレッシャーを感じながら過ごしてい
たが、ついに平成24年１月６日、最初（右眼）の
手術の日を迎えた。
　手術が始まってすぐは、「母親の眼」という意
識があったのか、多少動きにぎこちなさがあった。
しかしながらＣＣＣが終了したあたりから、手術
そのものに集中できるようになり、以後はいつも
通りに進行し、手術は無事に終わった。と同時に、
心の中にあったもやもやした一種のプレッシャー
が、スーッと消えていくのを感じた。

２．｢我々の施設で行っている前眼部手術に対す
る硝子体切除｣

獨協医科大学眼科○石　丸　慎　平
　近年、部分角膜移植の適応が広がってきており、
全層角膜移植術（PKP）を行う症例は徐々に減少
してきた。しかし角膜穿孔や角膜実質混濁をきた
した水疱性角膜症などにはPKPは未だ必要であ
る。オープンスカイ状態で手術を行うPKPは、時
として深刻な合併症をきたすことがある。合併症
としては、硝子体の前方移動による水晶体の脱出
や網膜剥離が考えられるが、中でも駆逐性出血は

最も憂慮される合併症である。これらを防ぐため
にはできるだけ迅速かつ慎重に操作することが大
切である。オープンスカイ手術は、他の手術と比
較しても、とりわけ術者の緊張を強いる手術であ
ると思われる。
　我々はより安全にPKPを行うため、手術時にし
ばしば硝子体切除を行っている。硝子体切除を行
い硝子体圧を低下させることにより、オープンス
カイ時の状態は安定し、安全な手術が行えるよう
になる。
　また深層層状角膜移植術（DALK）に対しても
硝子体切除を行うようにしている。これは硝子体
切除を行い眼圧を下げることで、デスメ膜へのス
トレスを減らすことができる。結果、デスメ膜の
穿孔のリスクは低下した。
　緑内障発作眼に対して白内障手術を行う場合に
も、硝子体切除を行っている。緑内障発作を認め
る症例では、前房の形成が悪く難度の高い白内障
手術となる。硝子体切除を行うことで前房の形成
は良くなり、比較的安全に手術を行えるようにな
る。
　今回の講演では、我々の施設で行っている硝子
体切除を併用した前眼部手術を、VTRを用いて
報告する。

３．｢白内障手術の禁じ手：困ったときの切腹切開｣
たかはし眼科○高　橋　雄　二

　白内障手術中に、水晶体皮質を吸引するにあ
たり、I/Aハンドピース側にある創口下の嚢内の
水晶体皮質を吸引するのがかなり困難な症例が
ある。特に、チン小帯脆弱例や前部硝子体剥離
を起こしている症例、またinfusion misdirection 
syndromeの際には後嚢が浮き上がってくるため、
いっそう創口下の水晶体嚢内の皮質は取りにくく
なる。
　このような症例には、従来、先の曲がったI/A
ハンドピースを使用したり、バイマニュアルや、
シムコ針の使用、粘弾性物質で皮質を水晶体嚢よ
り剥離して吸引したりもした。また、ハプティッ
クスの剛性がしっかりしたIOLを挿入する場合に
は、そのIOLを嚢内に挿入した後に、ダイアリン
グすることにより、ハプティックスを利用して皮
質を掻き出すこともできた。しかし何らかの事情
でこれらの方法が使用できない状況において、私
が行っている方法について術後の経過も含めご紹
介することにした。

一 般 演 題

　レミケードが登場し、ベーチェット病によるぶ
どう膜炎の治療は大きく変化した。生物製剤とい
う新しいタイプの薬剤である本剤は、難治性網膜
ぶどう膜炎に対する治療に優れた効果を示すこと
が判ってきた。また、従来予後不良であった併発

白内障の治療時における併用の有効性も報告さ
れ、ベーチェット病によるぶどう膜炎治療にとっ
て必要不可欠な薬剤となった。今回、当科におけ
るレミケード投与の現状とその使用上の注意など
について述べる。

　パラダイムシフト…ある時代・集団を支配する
考え方が、非連続的・劇的に変化すること（大辞泉）
………いまぶどう膜炎、特に永く不治の病の代表
的疾患とされてきたベーチェット病の治療におい
て、パラダイムシフトが起きつつあります。患者
からのみならず、多くの眼科医からも忌み嫌われ

（？）て来たベーチェット病治療が、生物学的製
剤Infliximabの登場で如何に変わってきているの
か、ご紹介させていただきます。従来のぶどう膜
炎治療総論からお話しさせて頂きますので、その
変容を実感していただければ幸いです。

ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎
に対するインフリキシマブ（レミケード®）投与の現状

―獨協医科大学病院における自験例から―

－インフリキシマブ（レミケード®）がもたらした
ベーチェット病ぶどう膜炎治療のパラダイムシフト―

獨協医科大学　眼科学教室　講師　鈴　木　重　成

自治医科大学　眼科学講座　主任教授　川　島　秀　俊

栃木ぶどう膜炎カンファレンス
平成23年10月28日㈮
於：ホテル東日本宇都宮
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⃝日時：平成24年１月22日㈰　10：00～15：00
⃝場所：東京プリンスホテル
⃝議題：
１．平成24年度事業計画（案）について
２．平成24年度予算（案）について
３．平成24年度会費賦課徴収（案）について
４．定款および定款施行細則一部変更について
５．宿泊費について
６．その他

⃝出席者	 	 （下線は欠席者）
総務常任委員：
	 笹　本　洋　一（北海道）
	 熊　谷　俊　一（青　森）
	 原　　　　　裕（栃　木）
	 栗　林　利　治（長　野）
	 馬　詰　良比古（東　京）＊＊
	 古　谷　和　正（東　京）
	 安　間　哲　史（愛　知）
	 丹　羽　子　郎（岐　阜）
	 佐　堀　彰　彦（大　阪）
	 伊　藤　興　喜（兵　庫）
	 清　水　正　紀（島　根）
	 山　根　伸　太（徳　島）
	 皆良田　研　介（福　岡）＊
	 矢　野　哲　男（大　分）
経理常任委員：
	 吉　田　　　篤（北海道）
	 野　地　　　達（福　島）
	 小　口　和　久（神奈川）
	 滝　本　久　夫（埼　玉）
	 藤　田　浩　司（東　京）
	 松　元　　　俊（東　京）
	 柳　田　和　夫（静　岡）＊
	 望　月　雄　二（石　川）

	 高　橋　義　公（京　都）
	 柴　原　　　榮（兵　庫）
	 坂　口　紀　子（岡　山）
	 神　鳥　高　世（鳥　取）＊＊
	 日　隈　陸太郎（熊　本）
	 松　永　伸　彦（長　崎）

（＊＊委員長、＊副委員長）
代議員会：議　長　出　田　秀　尚（熊　本）
　　　　　副議長　入　江　純　二（千　葉）
執 行 部：会　長　高　野　　　繁
　　　　　副会長　白　井　正一郎
　　　　　　　　　竹　内　　　忍
　　　　　　　　　福　下　公　子
常任理事　宇津見　義　一　　小　沢　忠　彦
　　　　　近　藤　聖　一　　杉　浦　寅　男
　　　　　高　橋　和　博　　種　田　芳　郎
　　　　　前　田　利　根　　松　下　卓　郎
　　　　　山　岸　直　矢　　山　田　昌　和
オブザーバー：会計顧問　住　田　光　生

【開会挨拶】
　馬詰委員長（総務）、神鳥委員長（経理）より
開会の挨拶。その後、馬詰委員長が委員の出席数
の確認、委員会の成立宣言を行なった。出田議長
から挨拶が述べられた。

【高野会長挨拶】
　新しい制度の中での公益法人の申請を出させて
いただいて、事業もより公益としていただろうと
いうお認めを頂きました。定款も、内部留保等も
クリアした後この３月に審査が行なわれます。代
議員名簿のため、各都道府県の眼科医会に、無理
なお願いをさせていただくことになりました。今
回からは非常に透明性というものが求められてお
りますので、どうぞ宜しくお願いします。

日眼医代議員会総務経理合同常任委員会報告

代議員　原　　　　　裕（大田原市）

　今回は、新しい法人になったということを想定
しての事業計画、予算を作らせていただきました。
かなり、内部留保は良くなりましたが、その分お
金が少なくなってしまいますので、今回は予算の
削減をさせていただきました。
　診療報酬改定についてですが、11月の提言型の
政策仕分けで眼科と皮膚科は下げるべきとの提言
がされました。眼科医にとっての非常な言われな
き資料で評価されたら大変と、中井洽先生と、事
務局長吉田統産先生の所におじゃまして要請書を
出してきました。
　６月単月の眼科の収入が高い、これを12倍にし
たものを年収として断トツで眼科が3600万トップ
になってしまった。これはおかしいということを、
しっかり反論したいということをお願いしてきま
した。
　同時にその頃、厚生労働省からは、白内障手術
を下げるという話がでてきました。日本眼科医会
の石橋先生と連携して、資料をつくり、しっかり
と説明をしてきました。特に学会からは、当日、
大橋先生、天野先生、坪田先生、大鹿先生方に来
て頂きまして、先生方からご意見いただくと非常
に説得力があり、議員の先生方、厚生労働省や財
務省の先生方もきっとご理解いただけたのではな
いかと思います。白内障手術が下げられたら、手
術をする先生がいなくなって大変なことになりま
すよ、というお話をさせて頂いたのは、かなり効
いたようだと吉田先生は仰っていました。それで
も医療費の中でも救急、小児科、婦人科に厚くと
いうことで、眼科、耳鼻科、皮膚科がすこしずつ
財源を持っていかれるという予想をしておりま
す。白内障手術はなんとか、とどめられたけれど
も、どこかで少し持っていかれると思われます。
　昨年の東日本大震災では、先生方には、いろい
ろご尽力頂きまして、本当にありがとうございま
した。特に３県の眼科医の先生方から感謝の気持
ちが日本眼科医会にも参っております。義援金も
１億1500万円も集まりました。災害対策本部にて
7200万円使い、残りは被災県及び茨城県の４会長
とご相談し、結果はＨＰにて、情報提供をさせて
いただきたいと思っています。
　そういう中で、坪田先生がアメリカからビジョ

ンバンを持ってき、約３ヶ月岩手、気仙沼、仙台
あたりを回りました。ビジョンバン日本版みたい
なものを、震災の復興対策という項目で第三次補
正予算に入りました。ビジョンバン診療の実績よ
り、ほぼ宮城県の眼科医会が実施主体になると思
います。宮城県眼科医会の山形先生、加藤先生の
ご尽力をいただいて、宮城県県庁、宮城県医師会
会長とお会いしてきました。そして、東北大学眼
科教室、宮城県の眼科医会等を訪問させていただ
きました。日本眼科医会からも、いろいろな面で
サポートをして下さいというお願いをされまし
た。
　計画としては、事業として成り立つために、医
師や視能訓練士、看護師さんなどにも日当を出し
ますから請求して下さいとのことで、3000万円強、
４年間頂ける話を頂きました。今後、日本眼科医
会の役割、個人的支援等いろいろでてくると思い
ます。
　恐らく本体ができるのは、秋すぎになるので、
来年の１月位から動きはじめ、３年半位というこ
とですが素晴らしい事と思っております。事業が
始まりましたら、具体的な内容を示させていただ
きますので、ご協力頂けるところはよろしくお願
いします。
　最後にお願いですが、日本眼科医連盟の会費の
集めた方が変わったためか、納入率が低く、なか
なか思ったほど集まっておりません。先生方にも
会議等で特段の力添えを頂けるようにお願いして
頂ければ有り難いと思います。

【議事録署名人の指名】
　両委員長より議事録署名人の指名があり、古谷
　和正委員（東京・総務常任）、松元　俊委員（東
京・経理常任）が認められた。

【オブザーバー】
　住田会計顧問のオブザーバー出席について、承
認された。

　はじめに馬詰総務常任委員長の要請により、高
野会長より平成24年度事業計画（案）の前文につ
いて、小沢常任理事より事業計画（案）について
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新規事業及び重点項目を中心に説明された。引き
続き近藤常任理事より予算（案）および会費賦課
徴収ならびに宿泊費について説明された。

議題１
平成24年度事業計画（案）について
１．総務部管理
　１）渉外活動の強化

⑵特に日眼とは定期的に協議会を開催する。
また、平成26年に日本で行われる予定の国
際眼科学会開催に協力する。

　２）都道府県眼科医会との連携強化
⑵都道府県眼科医会の活動に助成する。

　６）会員管理
⑴会員資格検討委員会を開催し、会員資格の

諸問題について検討する。また、準会員の
削減に努める。

　７）会務の効率化
　　⑵会務の効率化をはかる。
　８）会議の運営
　　⑴代議員会を運営する。

２．総務部企画
２）眼科学の進歩発展への貢献および眼科医療

の諸問題の検討
⑴平成23年度までの予定で活動していた「近

視進行防止と屈折矯正」研究班を一年間延
長し、引き続き、近視進行防止方法を根拠
に基づいて確立するための研究を行う。

　11）東日本大震災への対応
　　被災地区の眼科医療の復興に協力する。

４．公衆衛生部
　１）眼科健診事業の推進

⑷公的な眼科健診の創設にむけ、戦略的に検
討する。

⑸保育所における３歳児眼科健診の実態を学
校保健部と共同で調査する。

５．広報部
　１）広報活動の実施
　　⑴記者発表会を開催する。

６．学校保健部
　２）学校保健の知識の普及と現状の把握

⑸平成24年度学校におけるコンタクトレンズ
実態調査を実施する。

⑹保育所における視力検査の実態調査を公衆
衛生部と共同で実施する。

⑺消石灰による眼障害調査（学校現場および
一般の肥料用消石灰）を実施する。

７．学術部
　１）生涯教育事業の実施
　２）日眼総集会プログラム委員会への参画

８．社会保険部
　６）眼科診療実態調査の実施

９．医療対策部
３）眼科医療関連業界との協調
６）コンタクトレンズ処方せんに関する検討委

員会の開催

10．勤務医部
　２）勤務医（特に新入医局員）の入会促進
　７）全国勤務医連絡協議会の開催

　事業計画（案）についての審議を終了後、小沢
常任理事より次期繰越金について「総務部管理費
削減案」の資料の説明をされた。その後、平成24
年度事業計画（案）を次期代議員会に上程する事
が承認された。

議題２
平成24年度予算（案）について
　予算（案）について審議された。全体として、
新公益法人移行に伴い予算もその基準に沿ったも
のを提出されないのかという質疑があり、執行部
からは、４月の代議員会の際には、新公益法人の
基準に沿った形の資料を用意する予定との回答。

総括
【住田会計顧問】
　平成24年度予算は、事業計画を反映し、また、

削減するものは非常に削減致して、非常に慎重に
積算をされており、予算として妥当なものと評価
させて頂いた。
　それから、全体的な事であるが、平成24年度予
算は、新公益法人移行に当たり、内部留保率を
30％以内にする縛りがなくなるので、事業をより
活性化し、予算の移行率を高めると同時に、寄付
金を集める努力をした方がよいと考えている。

議題３
平成24年度会費賦課徴収（案）について
質疑なし。

　平成24年度予算（案）ならびに平成24年度会費
賦課徴収（案）について、次期代議員会に上程す
る事が承認された。

議題４
定款および定款施行細則一部変更について

　松下常任理事より、昨年４月の代議員会で了承
された定款および定款施行細則について、内閣府
公益認定等委員会の指導で一部変更する旨の説明
があった。
　質疑応答の後、議案の上程が承認された。

議題５
宿泊費について
　宿泊費についてご意見が交わされ、平成24年４
月からは、全旅費支給対象者に対し、宿泊の有
無を伺い、宿泊「あり」に関しては、交通費に
18,000円をお支払いし、「なし」に関しては、交
通費のみをお支払いするという事で承認された。

【閉会挨拶】
　白井副会長よりご挨拶いただき、閉会した。
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⃝日時：平成23年
　　　　６月25日㈯17時～19時30分（代議員会）
　　　　　　25日㈯19時30分～21時（懇親会）
　　　　　　26日㈰９時30分～14時（代議員会）
　　　　　　26日㈰14時～　　　　		（総会）
⃝場所：東京プリンスホテル２階
　　　　「サンフラワーホール」
⃝118名中、111名の出席があり、会は成立。

【高野会長挨拶】
　日頃、先生方にはいろいろご協力頂きまして有
り難うございます。この度いろいろアンケート調
査をさせていただいた結果は、今後の会議の色々
な事に反映させていただきますが、これも改めて、
お礼申し上げます。
　私が会長になり、４回目の代議員会です。ブロッ
ク代表質問をみて、執行部と代議員の先生方との
情報の共有がかなりできているのではないか、と
私は思っております。
　その中より、幾つかお話しさせていただきます。
まず「東北大震災」についてですが、日本眼科学
会と対策会議を立ち上げて、３つの事を致しまし
た。
　１つが“会員の消息”でした。次に“物流”で、コ
ンタクトレンズ協会、医療機器協会、用剤協議会
の方々にも入っていただいて、各都道府県の対策
会議と直接連絡にて対応していただきました。３
つ目が“募金”で、なんと１億を超える義援金をい
ただき、本当に有り難うございました。募金の使
い方は、３つの方針で決めてまいりました。１つ
は、透明性の確保、２つ目は目的を持った使い方
での支援、３つ目は義援金が集まったところで、
必要なところには、どんどん使っていただくとい
うことです。
　５月の連休の時には、私と副会長二人が、それ

ぞれ現地にて先生方のご意見を聞いてまいりまし
た。また、５月29日には、４つの被災県の支部長
に東京まで来ていただき、ご意見を聞いて、支援
金の使い方を決めさせていただきました。また、
支援金口座の延長をさせていただきました。改め
て、ご支援へのお礼と、更なるお願いをする次第
でございます。
　今回の質問の中で、３つほどお話しさせていた
だきます。
　１つは、公益法人制度化です。この改正につき
ましては、松下常任理事が内閣府との方で世襲し
ているところです。２つ目は、公的検診の設立で
す。これにはデータの構築、国民への啓発、政治
活動をもって検診事業をやっていかなければいけ
ません。山田先生、平塚先生方が、被災県のため、
今回データが困難ということです。各都道府県と
市町村のレベルで、別枠で眼科検診をやっている
先生方等の情報がありましたら、ご協力をお願い
したい、と思います。
　最後に、診療報酬についてです。１つ目として
は、前回減点されてしまった検査の復点を厚生労
働省にしっかりお願いしています。２つ目は、監
査とかの指導を強化していただくことをお願いし
ております。
　最後になりましたが、不幸のため吉田代議士が
本日出席できませんでしたが、くれぐれもよろし
くと申しつかっております。昨年のブロック訪問
の際にも、後援会設立の話をいただきました。日
本眼科医会も協力し、後援会を作っていきたいと
思っておりますので、ご協力宜しくお願いしたい
と思います。
　今回、事業計画、報告、決算、また、震災への
補正事業計画及び予算につきましても、議題とし
て出させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。

平成23年度　日本眼科医会第２回定例代議員会
並びに第２回定例総会出席報告

代議員　原　　　　　裕（大田原市）

議題
１）報告
平成22年度社団法人日本眼科医会会務ならびに
事業報告
会務
１．会員数　　13,759名（３月末現在）
　　Ａ会員　　6,177名
　　Ｂ会員　　6,940名
　　Ｃ会員　　  642名

事業報告（重点項目と新規項目）
１．総務部管理
　２）支部との連携強化

⑷東日本大震災災害対策本部を設置し、種々
の対応を行った。

　５）諸規程の整備
⑵規程集を資料として「日本の眼科」第81巻

第11号の付録として掲載した。
　６）会員管理

⑷医道審議会において行政処分を受けた会員
について検討した。

⑸入会および会員資格規程アンケート調査を
行った。

　９）80周年記念事業
　　⑴80周年記念式典を開催した。

２．総務部企画
　３）眼科医療の諸問題の検討

⑵研究班活動の一つとして、「近視進行防止
と屈折矯正」研究班（班長：不二門尚　大
阪大学教授）を行い、学校近視に関するア
ンケート調査を実施した。

　４）医事紛争の調査と防止対策への対応
⑵眼科医事紛争事例調査（平成18年度～平成

20年度発生事例）の結果をまとめ、「日本
の眼科」第81巻第10号に掲載した。

　５）男女共同参画の推進
⑸眼科女性医師の勤務環境整備を行うブロッ

クに、その活動費の一部を補助した。
　６）本会における倫理のあり方の検討

⑵第64回日本臨床眼科学会において、インス
トラクションコース「医療倫理の眼科への

導入―事例検討―」を開催した。

３．経理部
　１．経理の合理的運用

４．公衆衛生部
　２）眼科公衆衛生知識の啓発

⑵国民の目の健康対策に努めるため、「目の
健康講座」支部と共同開催した。

⑺日医が主宰する「日本糖尿病対策推進会議」
に構成団体として加盟し、同会議の活動に
参画した。

５．広報部
　１）広報活動の実施

⑴記者発表会を開催し、「眼科医が行う眼底
検査―心疾患、脳卒中、認知症の危険度を
予測し、予防医学に貢献―」について発表
した。

　２）「日本の眼科」の発行
⑷「日本の眼科」印刷委託業者の入札を行った。

６．学校保健部
　１）関連団体との連携強化
　　⑴文部科学省

　同省担当者と日常的に情報交換を行った。
　「学校教育の情報化に懇談会　デジタル
教科書・情報端末ワーキンググループ」に
参画した。

　　⑶日本学校保健会
②「学校生活とコンタクトレンズ冊子改訂

委員会」に参画して冊子（同会ホームペー
ジ掲載）の改定に協力した。

　２）学校保健の知識の普及と現状の把握
⑵「日本の眼科」および本会ホームページに

眼科学校保健に関する情報を掲載した。
②「近視に関する啓発ポスター」（２種）

を「日本の眼科」第81巻第10号の付録と
して全会員に配布した。

⑸「眼科学校健診に関する全国調査」を実施
した。結果は平成23年度に「日本の眼科」
で報告する予定である。
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⑹「色覚関連の受診者に関する調査」を実施
した。（平成24年３月まで継続）。結果は平
成24年度以降に「日本の眼科」で報告する
予定である。

⑻「色覚指導のガイドライン検討委員会」が
前年度作成した「小児に対する色覚一般診
療の手引き」を「日本の眼科」81巻４号の
付録として全会員に配布した。

⑼静岡県眼科医会、日本弱視斜視学会、日本
小児眼科学会の協力により、「園児の視力検
査マニュアル」を作成し、「日本の眼科」第
82巻第３号、本会ホームページに掲載した。

７．学術部
５）眼科コメディカル教育の推進おおび関連事

業の検討、実施
⑷第32回眼科コメディカル試験を実施した。
（受験者2367名）また、平成23年度から眼
科コメディカル全国統一試験を廃止するこ
とを決定した。

⑸眼科コメディカル教育のテキスト・教材の
内容を検討した。
③ホームページのメンバーズルームに過去

の眼科コメディカル試験問題を掲載した。

８．社会保険部
　２）日本眼科社会保険会議の開催
　３）全国審査委員連絡協議会の開催

　平成22年度全国審査委員連絡協議会を開催
し、概要を「日本の眼科」第81巻第７号に記
録を「日本の眼科」第81巻第８号に掲載した。

８）適正な眼科保健医療の研究、検討と会員へ
の情報提供
⑺眼科有床診療所検討委員会を開催した。
⑼診療・介護報酬同時改定検討委員会を開催

した。

９．医療対策部
　１）医療問題適正化対策

⑸「コンタクトレンズによる眼障害調査」を
継続的に実施した。昨年度の調査結果につ
いては「日本の眼科」第81巻第11号に掲載

した。
⑼眼鏡に関して、「眼科医の診察を受けずに

眼鏡を作成したため、眼疾患の発見が遅れ
た症例」および「不適切な眼鏡により不具
合を生じた症例」の調査を実施した。

⑿医療機器の保守点検に関する文書を作成
し、ホームページ・メンバーズルーム内に
掲載した。（５月15日）

⒃レーシックにおける保険外診療周知のため
の院内掲示文をホームページ・メンバーズ
ルーム内に掲載した。（10月15日）

　３）眼科医療関連業界との協調
⑼東日本大震災に関する要望書を日本コンタ

クトレンズ協会、眼科用材協会、日本眼科
医療機器協会に提出した。（３月17日）

10．勤務医部
　１）勤務医会員の抱える諸問題の検討

⑵第64回日本臨床眼科学会のイブニングセミ
ナーへ参加し、「眼科志望者減少の現状と
対策」をテーマに講演ならびに討論を行
なった。

　４）座談会等の企画運営
　「一人医長は大変だ」と題した座談会を行
ない、内容を「日本の眼科」第81巻第８号に
掲載した。

　７）全国勤務医連絡協議会の開催
　全国勤務医連絡協議会を開催し、「専門医制
度の今後について：池田康夫（社団法人日本専
門医制評価・認定機構理事長）」の講演を聞き、
各地域の状況等につき話し合いを行なった。

　２）議事
第一号議案　平成22年度社団法人日本眼科医会
決算の件
第二号議案　平成23年度社団法人日本眼科医会
補正事業計画の件
第三号議案　平成23年度社団法人日本眼科医会
補正予算の件

ブロック代表質問
　各県からの質問があり、執行部より答弁が行わ
れた。

⃝日時：平成24年
　　　　４月14日㈯17時～19時30分（代議員会）
　　　　　　14日㈯19時30分～21時（懇親会）
　　　　　　15日㈰９時30分～14時（代議員会）
⃝場所：ザ・キャピトルホテル東急１階「鳳凰」
⃝139人中136人出席、本会は成立。

議事録署名人　　麻　薙　　　薫（千葉県）、
　　　　　　　　養　田　芳　子（埼玉県）
議長　入　江　純　二（千葉県）

会長挨拶（高野　繁先生）
　会長に任命されました高野　繁でございます。
選挙において、会長、副会長、常任理事、監事並
びに裁定委員とお認め頂きまして有り難うござい
ます。
　２年前、会務の運営として、３つのお約束をさ
せていただきました。
　１つは、情報の共有です。４月から公益社団法
人日本眼科医会として出発いたしました。いろい
ろな議論の中、国民ひいては会員の為の決定です
ので、先生方よろしくお願いします。
　２つ目は、東日本大震災のことです。災害対策
本部を日本眼科学会とともに立ち上げ、機能を果
たしました。特に義援金に関しては、１億4500万
円も集めることができ、本当にお礼を申し上げま
す。また、岩手県の谷口会長、宮城県の山形会長、
福島県の野地会長には、御自身が被災されている
にも関わらず、一緒に支援して下さり、本当に有
り難うございました。
　テレビでも話題になった、アメリカ版のビジョ
ンバンが活躍し、厚生労働省の第三次補正予算の
中の震災復興支援の１億円でいかがかとのお話
が、厚生労働省から来ました。日本眼科医会とし
ましても、それなりの対応が必要ですが、日本眼

科医会のシンボルになると思いますので、この事
業をすすめて行きたいと思っています。
　３つ目は、公的な成人の目の検診プログラムの
創設です。
　診療報酬改定につき、２つのおわびをしないと
いけないと思っています。１つは、５つの主要的
な眼科の検査の削減、また同様ですが、３つの静
的視野と、角膜形状解析と調節が減点されました。
全く反論する時間的余地がなく、本当に申し訳な
いと思っております。３つ目となる、白内障手術
の減点については、しっかりとした対応ができた
と思っています。
　２年後に、WOCが入ります。参加費が４万円
前後と思われます。点数を１日３点を６点にする
という案も出ておりますが、日眼医の会員、とり
わけ開業医の先生方の参加なくして、この成功は
あり得ないと思っておりますので、宜しくお願い
します。
　最高責任者の磨り減りは、十分にいろいろな立
場の人の話を聞くことで、予防できるそうです。
いろいろな意見をしっかり聞いて、その上で議論
して会の運営をして行きたいと、これをお約束し
て私の本日の会長就任のご挨拶とさせていただき
ます。

選挙
１）社団法人日本眼科医会代議員会議長・副議

長選挙
　定款第26条による代議員議長・副議長の選
挙を行なう。

　２）社団法人日本眼科医会役員選挙
　社団法人日本眼科医会役員の任期満了に伴
い、定款第31条、第32条による、理事25名（会
長候補１名、副会長候補３名、常任理事候補
10名、理事候補11名、監事２名）の選挙を行

平成24年度　日本眼科医会　第１回定例代議員会
並びに第１回定例総会出席報告

代議員　原　　　　　裕（大田原市）
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なう。
　３）社団法人日本眼科医会裁定委員選挙

　定款第46条による裁定委員9名の選挙を行
なう。

議題
⑴平成24年度社団法人日本眼科医会事業計画の件
　東日本大震災が発生して１年の月日が流れた。
津波や原発事故による地域の崩壊への支援はいい
まだ十分ではなく、被災地へのさらなる援助が求
められている。そのかじとりをまかせられている
政権与党は、あいかわらずトップを交代すること
でのみ、なんとかその機能を維持している。消費
税増税が最大の課題となる今年は、政治の混迷が
頂点に達し、政局は政界の再編成を含め、何が起
こっても不思議ではない状況にまで追い詰められ
ている。
　一方、海外に目を向ければ、あいかわらずの金
融不況で、昨年はギリシャ・イタリアなどのヨー
ロッパの信用不安まで加わり、世界的な経済不況
は止まるところを知らない。さらに今年は、世界
の主要国の指導者の交代も予想され、ただちにき
びしい状態に歯止めがかかるとは思えないほど深
刻な状況に置かれている。
　このような状況の中、平成24年４月から本会は
新しい制度での公益社団法人日本眼科医会(以下、
日眼医)として新たな道を歩む事になった。その
１年目として、より一層の公益性・透明性に配慮
し、国民の保健・福祉の向上に寄与することを目
的とし、会務を執行する。この目的を実現するた
め、⑴有用な眼科医療情報を構築、整備し、⑵国
民の目の健康に対する意識向上のための啓発を行
い、⑶本会の要望を関係各方面に働きかけ、国民
の目を守るための最善の医療を提供できる環境を
整えたい。
　平成24年度は、いくつかの事業の見直しと予算
の削減を行った。その中でも、⑴公的な成人の目
の健診プログラムの創設に積極的に取り組むこ
と、⑵コンタクトレンズ処方のあり方について議
論し、一定の方向性を示すこと、⑶平成26年度診
療報酬改定に対応するデータの構築を開始するこ
との３つを重点事業と位置づけたい。

　以下に各部の主要事業を列記する。
　総務部管理では、渉外活動を強化し、都道府県
眼科医会と密接な連絡を取り連携を強化するとと
もに、活動に助成する。また、財団法人日本眼科
学会（以下、日眼）との定期的な協議会の充実を
はかり、平成26年に日本で行われる予定の国際眼
科学会開催に協力する。
　総務部企画では、平成23年度までで終了を予定
していた研究班活動の１つである「近視進行防止
と屈折矯正」研究班事業を１年間延長し、引き続
き近視進行防止についての研究を行う。また、倫
理委員会において、本会における倫理の高揚をは
かる方策を検討する。さらにホームページや会員
向けメールマガジン「日眼医通信」の内容の充実
をはかる。
　経理部では、本会の事業および会務の運営のた
め、透明性の高い健全かつ合理的な経理の運用を
はかる。
　公衆衛生部では、昨年度に引き続き、日眼と共
同で行っている日本眼科啓発会議では大局的な
テーマで、また従来から行っている日眼医独自の
活動で国民に対する眼科公衆衛生知識の啓発活動
を推進する。また、身体障害認定基準に関する委
員会を開催し、眼科領域の身体障害認定に係る諸
問題を検討する。さらに障害者対策としてロービ
ジョン者に対するネットワークを確立するための
検討を行う。
　広報部では、「日本の眼科」による会員への情
報伝達の充実をはかり、記者発表会では、本会活
動を広く国民に紹介する。また、マスメディアに
随時協力しながら、眼科医療の重要性を伝えてい
く。
　学校保健部では、眼科学校医が学校保健安全法
に規定されている役割を確実に実施するよう啓発
することにより、学校関係者に眼科学校医の役割
について周知する。また、保険者における視力検
査の実態調査を公衆衛生部と共同で実施する。さ
らに、昨年度立ち上げた学校保健委員会を引き続
き開催し、眼科学校保健に関する諸問題を検討す
る。
　学術部では、日眼医が独自で行っている生涯教
育事業の充実をはかる。また、日眼総集会プログ

ラム委員会等において、日眼総会、臨眼などの学
会への日眼医独自の企画がより多く取り上げられ
るように、各部と協力して一層努力する。さらに、
視能訓練士をはじめとする眼科コメディカル教育
についても、今日の社会状況を十分に認識し主体
的に対応する。
　社会保健部では、できる限り早急に平成24年度
診療報酬改定の内容と影響の調査・分析を行い、
本年度中に平成26年度の診療報酬改定に対応する
議論を開始するとともに、昨年度に引き続き，日
眼医と共同で行っている日本眼科社会保険会議で
基本的な方針を検討する。外保健にも引き続き参
画する。また、社会保険委員会を開催し、全国審
査委員連絡協議会と各都道府県眼科医会健保担当
理事連絡会の議論に対応する。さらに、診療・介
護報酬検討委員会を開催し、介護保険と関連して
国民に良質な眼科医療を提供できるよう今後の対
策を検討する。
　医療対策部では、コンタクトレンズ診療や眼鏡
技術者の問題と関連し、広く屈折矯正に関する医
療の問題点を各部と協力し、調査し対応する。さ
らに、新たにコンタクトレンズの諸問題について
は「グランドビュー2009」をもとに対応を検討す
る。さらに、新たにコンタクトレンズ処方のあり
方に関する検討委員会を開催し、コンタクトレン
ズ処方についての諸問題を検討する。
　勤務医部では、全国勤務医連絡協議会、臨眼時
のイブニングセミナーやメーリングリストなどに
より、勤務医会員間の情報交換の場を提供し、勤
務医のかかえる問題を抽出し、日眼と協力しその
解決に努力する。
＊この文章は、平成24年４月に本会が公益社団法

人に移行する前提で１月末日に作成したもので
す。

　今年度の事業計画について、新規事業と重点事
業です。
１．総務部管理
　２）都道府県眼科医会との連携強化
　　⑴都道府県眼科医会の活動に助成する。
　６）会員管理
　　⑶会員名簿を作成する。

　８）会議の運営
　　⑴代議員を運営する。

２．総務部企画
２）眼科学の進歩発展への貢献および眼科医療

の諸問題の検討
⑵平成23年度までの予定で活動していた「近

視進行防止と屈折矯正」研究班を一年間延
長し、引き続き、近視進行防止方法を根拠
に基づいて確立するための研究を行う。

　10）公益法人制度改革への対応
　新制度移行後の適切な法人運営をはかり、
行政庁への提出書類を遅滞なく作成する。

４．公衆衛生部
　１）眼科健診事業の推進

⑴公的な眼科健診の創設にむけ、戦略的に検
討する。

⑵保育所における三歳児眼科健診の実態を学
校保険部と共同で調査する。

５．広報部
　１）広報活動の実施
　　⑴記者発表会を開催する。

６．学校保険部
　１）学校保健の知識の普及と現状の把握

⑸平成24年度学校現場におけるコンタクトレ
ンズ実態調査を実施する。

⑹保育所における視力検査の実態調査を公衆
衛生部と共同で実施する。

⑺消石灰による眼障害調査（学校現場および
一般の肥料用消石灰）を実施する。

８．社会保険部
　６）眼科診療実態調査の実施

　会員の保険診療の実態を把握するために平
成24年度眼科診療実態調査を実施する。

９．医療対策部
６）コンタクトレンズ処方のあり方に関する検

討委員会の開催
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　コンタクトレンズ処方のあり方に関する検
討委員会を開催して、コンタクトレンズ処方
に関する諸問題を検討することによって、国
民が安心してコンタクトレンズを利用できる
環境を整える。

10．勤務医部
　２）勤務医（特に新入医局員）の入会促進

　勤務医（特に新入医局員）の入会を促進す
る。さらに、入会後は機会を捉え勤務医会員
に有益な情報提供を行い、積極的参加を促す。

⑵平成24年度社団法人日本眼科医会予算の件
　執行部より予算について説明
　２）議事
第一号議案　社団法人日本眼科医会定款および定
款施行細則一部変更の件
第二号議案　平成24年度社団法人日本眼科医会
会費賦課徴収の件

ブロック代表質問
　各県からの質問があり、執行部より答弁が行わ
れた。

平成24・25年度　日本眼科医会　執行部　職務分担表（案）
責任者：高野（会長）

部　名 副会長 常任理事 理　事

総 務 管 理 白井 小沢 柏井

総 務 企 画 白井 松下 長屋

経 　 理 福下 近藤 白根

公 衆 衛 生 白井 福田 山田・平塚

広 　 報 福下 種田 田中

学 校 保 健 山岸 宇津見 宮浦・柏井

学 　 術 山岸 杉浦 平塚・山下

社 会 保 険 山岸 野中 天神・鍋島・白根

医 療 対 策 福下 高橋 魚谷・山下

勤 務 医 白井 前田 山田・田中

⃝日　時：平成23年９月４日㈰10時～15時
⃝場　所：東京プリンスホテル
高野会長挨拶
　法的な成人病の眼科検診について、以前より要
望を出していたが、民主党より話を聞きたいと連
絡があった。来年度はなかなか難しい、すぐは無
理とのこと。
　自動車の免許更新の際、70歳になったら眼科受
診を義務付けるのはどうかという提案があり、要
望書を提出。判断した眼科医が将来恨まれないよ
うな方法にしてほしいとお願いした。

吉田統彦衆議院議員挨拶
　野田総理には候補であったころ、診療報酬改定
かならずプラスでやるというご約束をさせていた
だいております。眼科の診療報酬に関してもプラ
ス改定でお願いしたいとお伝えしております。

山形和正先生より（震災後の宮城県の現状につい
て）
　代議員会にて、震災の現状をお話させていただ
ける機会を設けてくださり、ありがとうございま
す。宮城県の現状としまして、９つの医療機関が
津波の被害を受けましたが、おかげさまで９つす
べて、診療を再開いたしました。特に高台に移る
ことなく、元の地域で診療を再開しております。
原発地域で４月１日に開業を予定していた先生
は、宮城県で４月に開業するということが決まり
ました。被災の激しかった皆さんは、今、復興に
向けて頑張っておられるところでございます。
　震災の記録を残しておいたほうがいいだろうと
いうことで、震災の特別号を皆様のところにお届
けしているのですが、今回も発行する予定であり
ます。震災の体験記の発行を検討しているが、津
波の被害を受けた先生に原稿をお願いしたとこ

ろ、ほとんどの先生に、とてもそういう気持ちに
なれないとご回答いただいた。診療を再開したと
はいえ、まだ気持ちの上で十分でないところがあ
るというふうに思っております。

議題
【本部提出議題について】
１．各支部の入会・変更・移動届の差異について
（総務部管理）

　先般、会員規定のアンケートをさせていただい
た。新入会員の場合、推薦人（支部により１～２
名）を求めている支部がかなりありました。
　入会申込書の試案を作成、アンケートの結果を
まとめて、集約したいと思っている。
　変更移動届けの提出は、移動後がいいか、移動
前がいいかご検討頂きたい。現在の定款だと、移
動後に支部から本部へ提出している。（書類上と
しては、新支部に提出→本部→旧支部に連絡が行
く）
　移動後だと、今まで所属していた支部では、そ
の会員がいつ抜けたのか、どこへ行ったのかがわ
からない。受ける側としても情報がないと、どう
いう経歴の方なのか、なかなか分からない。移動
前の会員の状況の連絡表を考えている。
２．各支部の眼鏡士関連団体との関係構築につい

て（医療対策部）
　昭和61年以降、日本眼科医会は眼鏡関連団体と
事実上、協議のテーブルにはついていなかったこ
とは、眼科と眼鏡の問題を考えれば、非常に異常
な事態であったと考えます。その間、眼科医会も
理論物を構築する間、様々な準備をしてまいりま
した。近年では明確な指針、屈折は診療、屈折異
常は疾患、屈折矯正は治療というスローガンの下
に、いろいろな場面で法的な裏づけを論じていた
だいております。

平成23年度
日本眼科医会全国支部長会議出席報告

支部長　原　　　　　裕（大田原市）
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　眼鏡関連団体は以前から、視力検査を眼鏡店で
も法的に認めてもらうという活動を行っておりま
した。その後、認定眼鏡士という国家資格を提案
し、自ら立ち上げた専門学校の卒業生に同様の資
格を与えていた経緯があります。さらに日本眼鏡
技術者協会は、今年４月から公益社団法人に移行
し、最近では眼鏡技術者国家資格推進機構という
ものを発足させ、認定眼鏡士を国家資格認定に向
けて、活動の幅を広げているように承知しており
ます。このような活発な活動の背景には、以前か
ら言われていた検眼権の獲得という目的よりも、
最近ではむしろ、売り上げを伸ばしてきた廉価販
売の全国チェーン店との、認定眼鏡士を持つこと
により差別化を行い、それに伴う売り上げ促進や
集客が目的であるようです。法的資格は眼鏡店で
の検眼行為に直結するものであり、到底容認する
ことはできませんし、吉田代議士からも厚生労働
省では非常に否定的だという情報は得ておりま
す。
　眼鏡関連団体とどのように向き合っていくか、
必要があるかないかについて、震災をきっかけに、
関心が高まっているうちに、一度議論をしておく
必要があるということで議題を提出しました。ア
ンケートは、ある程度の会員を代表した意見の動
向を知るという目的で行わせていただきました。
７割以上の先生方に、話し合いを行っていくこと
に前向きであるという回答をいただいておりま
す。
（高野会長）
　私としては、この２つは絶対にぶれないでおり
ます。１つは、屈折は医療、屈折矯正は治療であ
る。屈折に対するデータも作らせていただいてい
るところです。もう１つは、国家資格は絶対だめ
ということ。この２つを全体において、話し合い
を考えております。
（吉田議員）
　国家資格でやりたい、これは厚生労働省のやり
方やスタンスを聞くにつれ、まず無理だと思いま
す。何故かというと、まず１つは、新たな国家資
格をつくるということに、厚生労働省がそもそも
反対している。もう１つは、診療報酬を得ること
を目的としているのであれば、それは無理だと思

います。鍼灸師は国家資格ですが、保険点数は認
められていません。柔道整復師は非常に古くから
存在し保険点数を認めたが、厚生労働省は点数を
つけたことを後悔しています。
　眼科医会では、加工だけの国家資格、つまり歯
科技工士のようなのをやりたいというのも認めな
いということですが、逆に言うと、歯科技工士の
ように資格のなかに封じ込められてしまう。診療
報酬に触れるということで言えば、歯科技工士も
実は同じで、やろうと言って何十年ですが難し
い。ですので、この辺りも良く議論していただき
たいと思います。いずれにせよ、先生方が危惧さ
れるような形になるのは難しいのではないかとい
うのが、２年間議員をやらせていただいて法律に
携わってきたなかでの私の意見であります。

【執行部からの報告事項】
※下線の項目は説明があった。下線のないものは

資料の配布のみ。
１．総務部管理
　１－１）支部活動に対する助成について
　１－２）裁定委員会の委員について

　各都道府県からの推薦は、原則的に都
道府県眼科医会の前会長にお願いした
い。

２．総務部企画
２－１）財団法人アイバンク協会賛助会員およ

び財団法人日本失明予防協会正会員の加
入促進について

２－２）医事紛争事例調査について
２－３）ブロック内男女共同参画推進事業への

助成金について
２－４）平成23年度「女子医学生、研修医等を

サポートするための会」について
２－５）公益社団法人への移行認定申請状況に

ついて
２－６）ホームページおよび日眼医通信の活用

について
２－７）東日本大震災への対応について
３．経理部
　３－１）日眼医の財務状況について
４．公衆衛生部

４－１）平成23年度「目の愛護デー」行事につ
いて

４－２）公的眼科健診の推進について
４－３）日本眼科医会ロービジョンネットワー

クについて
５．広報部

５－１）平成23年度日本眼科医会記者発表会に
ついて

６．学校保険部
６－１）学校保険委員会（仮称）について
６－２）第65回日本臨床眼科学会における学校

保険部のインストラクションコース、セ
ミナーについて

７．学術部
７－１）眼科コメディカル講習会について
７－２）生涯教育講座について
７－３）日本医師会生涯教育制度の単位申請に

ついて
７－４）第65回日本臨床眼科学会について
８．社会保険部

８－１）各支部健保担当理事連絡会について
８－２）レセプトチェッカーの使用と臨床眼科

学会社会保険部インストラクションコー
スについて

８－３）眼科全国レセプト調査について
８－４）地方厚生局または県別事務所の設置す

る保険指導医について
９．医療対策部

　９－１）平成23年度各支部における力を注い
でいる医事問題について

　９－２）アンケート調査について
　９－３）医療機器・販売業等の管理者に対す

る継続的研修の開催について
10．勤務医部

10－１）眼科後期研修医の実態調査について
10－２）日本の眼科—座談会掲載「医療安全対

策」
10－３）第65回日本臨床眼科学会　イブニング

セミナー
　　　　「勤務医もしっておきたい医療の問題」
10－４）第12回全国勤務医連絡協議会の開催に

ついて

【支部提出議題について】
１．各支部におけるコンタクトレンズ処方せん発

行の現状と今後の取扱いについて
（北海道　長谷川会長）
　皆さんに状況をお聞きするにあたり、ほかの眼
科医はどうかということでアンケートを取った。
対象をＡ会員に絞ったが、１週間ぐらいであった
が、75％もの回答率があった。処方箋を発行して
いるかの設問では、場合によっては発行している、
希望者全員に発行している、を合わせると約３割
であった。いただいた意見では、ずっと処方箋を
発行しないでいくという意見。発行している方の
中でも受け手がはっきりしないのが非常に不安で
ある。ネットで買った人がいるかどうかチェック
できない。そういう問題点を抱えながら発行して
いるので、きっちりした形で統一見解を出してほ
しい。などの意見があった。現状を把握できてお
りましたら、お知らせいただきたい。

２．「コンタクトレンズ処方箋法制化」問題の再
燃

（香川県　平井会長）
　法制化問題を再燃させるのではなく、再燃させ
ないでほしい、再燃に対する危惧という思いで議
題を提出した。４，５年前に代議員会がかなり紛
糾されまして、その結果、私の頭の中の結論では
法制化問題は封印された。処方箋が法制化される
と患者さんにとっても、大きな問題になる。また
この問題を持ち出して、代議員会の時間と能力を
費やすのはどうか。

（濱崎先生（東京都）より）
　最近、東京ではコンタクトレンズの販売にだい
ぶ変化がみられる。
　今まではＣＬの大量販売は、一流メーカーの
我々が使っているものと同じものを廉価で、直営
のコンタクトレンズ店で販売してやっていた。最
近は、ドンキホーテではカラコンで年間４億円の
売り上げがある。マツモトキヨシでは台湾から
ユーロワンデーを輸入し、これを非常に安い値段
で販売している。このときに、同意書というのを
とって、あたかも医者が承諾したかのような感じ
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を責任転嫁している。本当に医者にかかっている
かという責任はどこにも無い。医療機関のハンコ
や同意書は無いですから。これによって責任逃れ
をして、マツキヨはユーロワンデーというのを売
ろうとしている。その他にも、大企業がこういっ
たところに参戦している。しかも、まったく分か
らないようなコンタクトレンズ。こういうレンズ
を販売するようになって、これにより、コンタク
トレンズ業界の販売がだいぶ問題が変わってくる
と思います。

支部提出議題１、２についてのまとめ（高野会長）
　皆さんのご意見を聞いて有意義だと思ったの
は、処方箋を発行するということと、法制化する
ということは全然違うということ。意外だと思っ
たのは、処方箋は絶対良くないという意見が出る
かと思っていましたが、この場では無かった。処
方箋出すほうが良いという意見が多かった。処方
箋出すのが良いに決まっていますが、処方箋を出
してしまったら、受け皿がどこ行くか分からない
し、チェックができない、そういうところで眼障
害の責任は持てない等で、出せない。やはりここ
で何かを決めるのではなくて、ご意見を参考に次
年度委員会を開かせていただいて、ＣＬ処方箋に

ついての議論をさせていただきたいと思います。

３．2010年度診療報酬改定の影響並びに、2012
年度診療報酬・介護報酬同時改定に向けて（大
阪府　服部会長）

【４】その他
１．10月22日㈯品川プリンスホテルで今年度の連

盟協議委員会を開かせていただく。
２．昨年度、眼科医会連盟会費の集め方を少し移

行してくださいということで、１年間猶予をい
ただいて、来年度から移行する。今年の連盟の
会費徴収は、今までどおり支部にお願いしてい
る。連盟協議委員会で報告をしますので、９月
末までに本部のほうに送っていただきたい。

３．来期からは、眼科医会連盟会費は事務局のほ
うで準備してくださっている。本部のほうで会
員全員に直接ダイレクトメールを出して徴収す
ることに致しました。今まではご協力を得られ
たが、やり方が違うということで混乱してしま
うこともあるかもしれないので、支部の先生方
のご協力をいただきたい。

４．眼よし会の案内。

⃝日時：平成23年10月30日㈰
⃝場所：東京グランドホテル
　H23/10/30㈰東京芝公園の東京グランドホテル
で開催された日眼医各支部健保担当理事連絡協議
会に出席しました。私は３回目の出席でした。
　来賓として日本医師会常任理事の鈴木邦彦先
生、衆議院議員の吉田総彦先生、日本医師会疑義
解釈医院の竹内忍先生が参加されました。
　山岸常任理事の開催挨拶から始まり、その中で、
H16年からH21年の全科を合わせた一般診療医療
費は着実に増加しているのに対し、眼科医療費は
はH16年以降増加どころか減していることが報告
されました。
　また、今後の電子レセプトに対応した審査支払
機関の新たなチェックシステムについて調査、研
究し会員のに役立つ情報を提供できるようにした
いとのことでした。
　高野会長からは今のところ（開催時です）中医
協では眼科減点の話は無いこと、眼科の基本的な
検査（視力、屈折等）の復点を要望していること、
CL検査料を見直すとの話があったが、新しい制
度でようやく落ち着いてきたばかりでなので、し
ばらく変更はしないで欲しいと要望を出している

との事でした。
　また日本版Vision Vanを作る事になった。（5000
万円位）復興対策で行う、宮城に常駐する事にな
りそうとのこと。眼科医連盟の会費が個人個人の
納入になるため、できるだけ多くの会員に入会し
ていただくよう依頼がありました。吉田総彦先生
のような衆議院議員がいてくれると何かと眼科サ
イドとして要望を出し易く助かるため、との話で
した。
　今回栃木県の議題は「緑内障や視神経萎縮に対
して、以前よりメチコバール内服を使用される
ことがありますが、栃木県ではH22年頃から適応
外であると査定される医療機関が確認されていま
す。他の地域ではこのような事例は確認されてい
ますか？」と提出しましたが、メチコバールを処
方する場合は、視神経萎縮の病名併記が望ましい
との事でした。
　その他の日眼医本部見解は、H23/10/30の最終
本部見解が送付されました。この記録は、本会
のホームページのメンバーズルーム「社会保険 
Q&A検索」にジャンル別に追記されます。また、
H24年１月20日発行の「日本の眼科」83巻１号に

『記録』として掲載されています。

平成23年度
日眼医各支部健保担当理事連絡会報告

保険担当理事　井　岡　大　治　（足利市）
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⃝日　時：平成23年８月23日㈫
⃝場　所：宇都宮医師会館
⃝出席者：社保　千葉圭三先生、旭英幸先生、宮

澤敦子先生、国保　鈴木隆次朗先生　阿
久津行永先生、健保担当　城山力一先生

	 井岡

＜社保国保審査上の統一事項として＞
＜初診、再診について＞
　患者さんが任意に診療を中断した場合は、初診
の算定は可能であるが、その旨をカルテに記録を
残すこと。しかしレセプト縦覧（過去６ヶ月程度
までの過去データと照らし合わせてチェックしま
す）が始まった現在では、点眼を大量に処方し３
－６ヶ月以上経過し来院した場合でも、再診とみ
なされる可能性が高い。
　例えば白内障の病名でカリーユニ10本以上処方
した場合などでは、同じ白内障の病名で次の受診
時に初診で請求する事は理屈に合わない。従って、
点眼処方の本数を熟考して出さないと、初診算定
出来なくなります。
　ただし初診を再度請求する事がなければ問題は
ありません。
　以前からもお知らせしてきましたが、古い病名
を治癒、中止 等を使って定期的に整理するよう
心がけて下さい。
＊　点眼本数１回処方の目安を下記します

　１日１回緑内障点眼は、１回処方で５本程度
まで（新薬は２本まで）
　１日２－３回緑内障点眼は、１回処方で10本
程度まで
　ヒアレイン点眼などは１回処方10本程度まで
　ジクアス点眼は６本、カタリンK点眼は１回
処方３－４本まで
　ヒアレインミニは１回処方300本程度まで

　白内障術後点眼は、術後の点眼として用いる
場合は原則として術後３ヶ月程度までとしてく
ださい。

＊　ネバナック点眼は、レーザー治療の場合LPI 
LTP YAGの術後には使用可、網膜凝固では不
可

＊　結膜炎で眼脂培養は算定可だが、実日数が１
日の場合には感受性検査は不可（感受性検査は
培養同定の結果が出てから検査するものと規定
されているからです）

＜CL診療について＞
　患者自身からCLを自己中止していたとの申し
出が有り、カルテに記録を残した場合は、過去に
CLを処方した事が有る患者でも初診を請求出来
る。（最終診療から１年程度の空白が有れば）
＊　汎網膜硝子体検査は、各眼月１回のみ請求可

能、例）増殖糖尿病網膜症、増殖性硝子体網膜
症等の増殖性変化を伴う病名、黄斑円孔などの
網膜硝子体界面症候群、硝子体混濁を伴うブド
ウ膜炎で有れば請求可、　動脈硬化性網膜症は
請求不可

＜ＯＣＴについて＞
　ＯＣＴは病名が　緑内障、視神経乳頭陥凹は請
求可で、月１回まで、両眼でも片眼でも請求は月
１回のみ
＊　緑内障の視野検査は、静的、動的の関わり無

く手術後などの特殊な状況がなければ、年に２
－３回程度までが望ましい。多くなる場合はコ
メントを入れてください。

＊　白内障術前に行われる、光学的眼軸長検査と
超音波検査（Ａモード）は本年４月の時点では
同時算定は不可とされたが、眼科医会は測定原
理が違うという考えに基づき、測定困難な症例

平成23年度　第１回栃木県社保国保審査委員連絡会

保険担当理事　井　岡　大　治　（足利市）

等の場合はコメントを入れれば両検査を同時請
求可とする事になりました。全例は不可です。
傾向的な場合は査定されます。（また、この考
えはいずれまた覆される可能性があるため、ま
た状況が変わりましたらお知らせします。）

＊　フレアセルメーターの測定は、術前１回、術
後１週間（初めの１回は左右別々で算定可）、
その後は両眼でも片眼でも月１回で術後３ヶ月
まで

＊　角膜内皮測定は、術前１回、術後初めの１回
は左右別々で算定可、以後は月１回で術後１．
３．６ヶ月後まで。また、水泡性角膜症、円錐
角膜は検査請求可になりましたが、年１回程度
までです。

＊　緑内障、視神経疾患の病名でメチコバール内
服を処方した場合、適応外と査定される事例が
散見されましたが、関ブロの会議において確認
したところ他県ではそのような事例はないとの

事でした。（５者会談というシステムは栃木県
だけとの事で、特異な事例のようです。）

　　従って、これまで通り適切にご使用ください。
査定など問題が生じた場合は眼科医会にお知ら
せください。

＊　角膜曲率検査、屈折検査は屈折異常の初診時
には算定可能、眼鏡処方の場合は初診と同月の
場合には角膜曲率検査１回までとしてくださ
い。サイプレ検査時には屈折×２回で請求くだ
さい。

　　再診の場合は１—２ヶ月以上たっていれば  
眼鏡処方時には 屈折、角膜局率は月１回まで
は再度算定可能

＊　眼底撮影で、ポラロイドの請求は可ですが、
既にポラロイドのフィルム販売も期限が数年前
に終わっているため注意してください。デジタ
ル撮影のフィルムは現在のところ算定不可であ
る。
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⃝日　時：平成23年11月21日㈫19時～21時
⃝場　所：宇都宮医師会館
⃝出席者：社保　千葉圭三先生、旭英幸先生、宮

澤敦子先生、国保　鈴木隆次朗先生　阿
久津行永先生、健保担当　城山力一先生
井岡

＜社保国保審査上の統一事項として＞
＜CL診療の初診算定条件について＞
　過去にCL診療を算定した事がある患者さんの
場合は、「近視」等の屈折病名のみでの再来院の
場合は、原則として最終診療から５年以下であれ
ば「再診」扱いとなります。（５年はカルテの保
存義務期間です。）
　途中で１）「CL自己中断」のカルテ記載と共に 
２）「麦粒腫など」の屈折病名以外の疾患での再
来院であるという２つの条件が揃えば、初診算定
は可能です。
　つまり、カルテに「CL自己中断」の文言があ
れば、初診の算定は可能であるが、レセプト縦覧
があるので、最終診療から１年以内の初診算定に
は十分に注意し、算定してよいかの検討をしてく
ださい。後から保険者から大量の査定や再審査が
来る可能性があります。

＜CL診療の請求について＞
　あたりまえの事ですが、CL処方を行った場合
や、CLに関する目のチェックを行った場合に請
求可能です。即日渡しが出来ず後からコンタクト
を受け取りに来ただけの場合は、コンタクト販売
であって、眼科診療でないため保険請求は出来ま
せん。
　逆に考えれば、受け取りに来た際にCLの確認
のため装用させるなど前眼部チェックだけでも目
の検査、診察を行えば保険請求は可能です。

＜レセプト縦覧について＞
（レセプト縦覧とは電子レセプトのデータを使用
し、各患者につき過去2-12ヶ月程度までの初診、
再診、病名、検査、治療等をチェックし検査や治
療などの重複や過剰請求をチェクすることです。）
◯　国保では、毎月の眼底写真、OCTの返戻が

ある。
◯　社保では、過去にCL処方をした事のある患

者さんの新たに「初診」算定される場合の患者
確認がなされている。

　　今のところLK等の高点数のものは対象とさ
れていないが、これから始まる可能性はある。

　　例えばLKでは、今までは前回から３ヶ月経っ
ていれば算定が可能であるとされていたが、期
間が変わる可能性がある。あまり短期間でLK
を行わなければならない時は、詳細なコメント
を入れておく方が安全です。

＜退院時リハビリテーション指導料の算定について＞
　これまで日眼医はH10年でこの指導料を眼科で
は算定不可としてきましたが、今後は入院手術の
場合は算定可能という見解に変わりました。
　但し、DPC病院の場合は包括されているため算
定出来ないので、DPCではない病院に限られます。
　日帰り入院も算定不可です。

＜ＯＣＴについて＞
　ＯＣＴで計測できる範囲の病名や検査の必要性
が推測できる病名が必要である。また、傾向的な
場合は、注意を要する。月１回の算定可、片眼で
も両眼でも月一回まで算定可。
　但し緑内障や視神経乳頭陥凹拡大の病名で毎月
ＯＣＴ検査を行うのは医学的にいかがなものかと
思われるので、必要最低限で請求してください。
毎月など多くなる場合はコメントをつけると安全

平成23年度　第２回栃木県社保国保審査委員連絡会

保険担当理事　井　岡　大　治　（足利市）

です。

＜メチコバールについて＞
　メチコバール内服は緑内障の治療で使用する事
に問題なしとの見解が示されたが、「視神経萎縮」
の病名の併記が望ましい。
：新規点眼のムコスタ点眼は１日４回なので、発

売から１年間は１回処方２週間分で56本まで

：手術での粘弾性物質の使用は、原則として白内
障手術を伴わない硝子体手術、緑内障手術では
使用不可、しかし前房維持等の理由で仕方なく
使用される場合、詳細なコメントを入れれば請
求可能、但し傾向的に使用される場合は査定さ
れます。

：BSSプラス等の眼内還流液は外眼部疾患の手術
での使用は不可
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⃝日　時：平成23年５月29日
⃝場　所：東京プリンスホテル
⃝出席者：高野　繁会長、保坂シゲリ日本医師会

常任理事、下村嘉一日本眼科社会保険
委員長、村上晶日本社会保険委員　吉
田統彦衆議院議員

高野会長挨拶
　３・11東日本震災に関して義援金8000万円のう
ち2000万円を使用した。
　１、公益法人、２、眼科検診、３、次年度の診
療報酬改定と介護保険改正について、眼科基本検
査料、光学的眼軸長とAモードとのエビデンス、
CL検査についての見直し特にCLを自由診療とは
しない方針でいくなどの話があった。

　議題、及び全国審査協議会でのいくつかをあげ
て説明する。
質問：基本診察料：患者が診察を自己中止した場

合どの時点で初診を算定できるか
本部見解　何ヶ月が経過したら、初診算定可能に

関しての期間は特に定めはない。ただ急性期疾患
の場合は１ヶ月の期間での初診算定は可能であ
る。白内障や緑内障などの慢性疾患といわれるも
のに関しては、患者が診療を自己中止したことを
カルテに明確に記載しておくことが望ましい。
質問：コンタクト検診の受診で新たに疾患が見つ

かり、３ヶ月以上期間があれば初診算定可能か、
さらに一般診療を行ってもよいか
本部見解　継続してコンタクト診療をしている場

合は、再診となる。コンタクトレンズ通院の患
者は、たとえ１年以上超えて来院しても、患者
がコンタクトレンズ自己中止しない限り、原則
として再診となる。
質問：眼底三次元画像解析に関して
本部見解　一月に検査する回数には制限ないが、

必要あるならば、算定可能である、しかし頻度
が高い、傾向的ならば審査上注意を必要とする。
また以前は網膜疾患、視神経疾患で算定可能で
あったが、格子様変性や、網膜周辺裂孔などは
算定不可です。
質問：レーザーフレアセルメーター検査
本部見解　白内障術後は１ヶ月に１回、炎症が遷

延する場合のみ術後３ヶ月まで１回程度です。
　以上気がついたものを述べましたが詳細は、日
本の眼科をご覧ください。

　最近の支払い基金での付箋について、また保険
者からの返戻についていくつか列挙します。
１、眼圧　　高眼圧症や緑内障などの病名がない

時、しかし、一定の年齢であれば当然眼科の基
本検査として算定します。また緑内障術前や術
後の眼圧検査どうしても回数が多くなるような
ら、詳記お願いします。

２、点眼薬の量　ヒアレインや、抗生剤などの点
眼を多数処方する場合事務局から付箋がつきま
す。点眼量の規定はありませんが、1週間の使
用量から判断して、次回半年後患者の来院の時
は、初診再診に気をつけてください。

３、６ヶ月の縦覧が始まりレセプトの矛盾をつい
てきます。例として角膜内皮検査を行うとき、
術後検査ならば再診となりますので、初診での
請求は難しいと思います。

４、コンタクト診療は、一般に一度算定した場合
新たな疾患が発症しても、初診になりません。
期間は特に規定ありません。どうしてもの時は
理屈にあった詳記願います。

　５、先日内眼手術前検査において、全身検査お
よび術前結膜涙嚢培養は、ルーチンにおかなえ
るか否かについて、現在県医師会保険部との協
議中です。結果は７月頃です。

平成23年度
日眼医全国審査委員連絡協議会

社会保険審査委員　旭　　　英　幸（宇都宮市）

⃝日　時：平成23年７月31日㈰　10時~15時
⃝場　所：東京プリンスホテル

開会の辞　宇津見義一　先生（担当常任理事）
会長挨拶　高野繁　先生（会長）

平成22年度事業報告
　「眼科学校健診に関する全国調査」を実施、日
本の眼科にて報告済み
　「色覚関連の受診者に関する調査」を実施
　「学校現場におけるCL実態調査の集計
　「小児に対する色覚一般診療の手引き」
　「園児の視力検査マニュアル」の作成

平成23年度事業計画
　「学校保健委員会」の開催
　都道府県眼科医会提出議題
　オルソケラトロジーのガイドラインについて
　中学生の武道必修化に伴う眼外傷の危険性につ
いて
　色覚検査の施行について
　園児のための視力検査について
　プールと洗眼について

教育講演
　「学校保健と3D」
　不二門　尚　先生（大阪大学）

以上（文責　苗加）

第35回日眼医全国眼科学校医連絡協議会出席報告

学校保健担当　苗　加　謙　応（宇都宮市）
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⃝日　時：平成23年７月17日㈯　12時30分～14時
⃝場　所：軽井沢プリンスホテル	ウエスト（軽井沢）
⃝出席者氏名（所属）
　神奈川県：鎌田　光二（横浜労災病院）
　　　　　　益原　奈美（茅ヶ崎市立病院）
　埼 玉 県：小島　孚允（さいたま赤十字病院）
　千 葉 県：菅原　岳史（千葉大）
　茨 城 県：加畑　隆通（水戸済生会総合病院）
　栃 木 県：上田　昌弘（国際医療福祉大学塩谷病院）
　新 潟 県：長谷部　日（新潟大医局長）
　山 梨 県：阿部　圭哲（県立中央病院）
　　　　　　地場　達也（山梨大医局長）
　群 馬 県：大谷　倫裕（群馬大）
　長 野 県：保谷　卓男（長野赤十字病院）
　　　　　　小島　秀伸（伊那中央病院）
　　　　　　黒川　　徹（信州大）
　　　　　　京本　敏行（信州大医局長）
⃝議事進行：保谷卓男（常任理事・長野赤十字病院）

⃝協議事項
１．勤務医を長く続けるために、今後多彩な勤務

形態が増加してくるものと思われます。各支
部の実状、対応はいかがでしょうか（神奈川
県）

　出席者の所属する各大学、各病院において、主
に産休育休後の女性医師の復帰支援の現状につい
て、意見交換が行われた。
　長野赤十字病院では、病院長の裁量で、出産後
に復帰した女性医師には「嘱託医」という身分に
なってもらい、当直・拘束免除だが、待遇は常勤
医師と変わらない給与体系でやっている。
　千葉大では、産休育休後の女性医師を積極的に
雇用し、外来診療のみとしてアバスチン等の硝子
体注射を担当してもらったりしている。女性医師
の夫は８割以上が医師であり、夫の理解がないと

優秀な女性医師も外で働くことが難しくなる。配
偶者であるご主人の理解をどのように得るか、今
後の課題でもある。
　群馬大でも、出産を機に大学を辞める女性医師
は多いが、「女性医師支援システム」を活用し、「出
産後は週１回でもよいので外来に出てください」
とお願いしている。
　新潟大では、子育て中の女性医師にパートタイ
ム医師として、週４日、外来診療のみ担当しても
らっている。現在、眼科だけで14～15人のパート
医師が働いているが、大学病院としてパート医師
を自由に（何人でも）採用できる体制になってい
る。
　上記の大学や病院のように、子育て中の女性医
師を積極的に支援している病院もあるが、特別な
対応をしていない病院も多く、対応の程度は病院
によって大きく異なるのが現状のようである。ま
た、常勤医師と同じ給料をもらいながら当直・拘
束免除、勤務時間短縮などの特典があると、どう
しても他の医師から不公平感が出るのではない
か、との意見も出された。

２．コメディカルスタッフ講習会の各県での取り
組みについて（茨城県）

　これまで関東地区で行ってきたコメディカル講
習会は、参加費が５万円と高額で、また会場が東
京都内のため交通費もかかり、特に病院の眼科に
勤務しているスタッフにとっては参加しにくい状
況であった。今後は、茨城県でも独自に講習会や
修了試験を実施したいと考えているが、各県での
取り組みの状況について教えていただきたい。
　長野県では、医療従事者講習会として、毎年３
月から月１回のペースで、日曜に計４回実施して
いる。参加費は１万６千円で、修了試験は行って
いる。視力測定などの実技の講習もあり、参加資

平成23年度関ブロ勤務医委員会出席報告

勤務医担当理事　上　田　昌　弘（国際医療福祉大学塩谷病院）

格は医師以外のスタッフ（事務職も）となってい
る。
　神奈川県は、20年ほど前から医療従事者講習会
を開催しており、参加者は開業医のスタッフがほ
とんどで、毎年180～200人が受講している。昨年
は、日曜に３回（１回４時間）計12時間（うち試
験が１時間）で実施した。参加費は２万円で、講
師は県の理事が担当しており５万円の講師料が出
る。昨年まで試験は行っていなかったが、今年か
ら試験を実施して「コメディカル講習会修了証」
を発行したいと考えている。
　新潟県でも、今年から１日のみの医療従事者講
習会を開催する予定であるが、参加費は千円にす
るか２千円にするかというレベルである。参加費
が５万円とはどういうことか。
　講師は２人予定していて、ひとりは大学から、
もう１人は外部からの講師を考えている。講演料
は、県眼科医会から支出されることになっている

３．勤務医の減少に対する各地域の対応について
（新潟県）

　ここ数年、新潟大では35歳前後の若手医師がど
んどん開業してしまい、医局員の減少に歯止めが
かからない状況になっている。他の大学でも同様
な事態が起こっているものと思われるが、医局員
の減少を止める良い方法がないかどうか、ご意見
を伺いたい。
　地方の大学ではこの問題は深刻で、入局者より
も開業する医師の方が多いと、当然の事ながら医
局員は減少してしまう。また、開業する年齢も年々
若くなっている印象があり、中堅と若手の医師が
いなくなってしまうという状況が、ここ数年続い
ている。
　信州大では、新入医局員は毎年０～１人で、し
かも毎年のように開業者が出るため、医局員は減
り続け、ここ数年マイナス人事でやってきた。特
に一昨年は５人も開業したため、関連病院を引き
揚げたり、病院を集約化したりして何とか凌いで
きた。今年の３月は、珍しく大学を辞める医師が
一人もおらず、４月から新入医局員が一人入った
ので、何年かぶりにプラスとなった。
　この問題は、全国の勤務医連絡協議会でもたび

たび取り上げられてきたが、なかなか有効な手段
がないというのが現状である。学生のときに眼科
に興味を持っていても、初期研修を回っている間
に他科からの勧誘を受け、結局、他科に入局して
しまう医師も多い。このため、昔と比べると、眼
科に入局する医師の総数が、半数近くにまで減っ
てしまっている。大学としては、できるだけ学生
のうちに捕まえておくしかないのだが。あるい
は、新臨床研修制度を見直して、眼科を初期研修
の必須科目の中に入れてもらうことしかないだろ
う（埼玉県小島先生）。
　筑波大では、今年の入局者は２人、昨年も２人
と、以前よりかなり減少している。このため、こ
れまで増やしてきた関連病院を維持することが難
しくなってきたと聞いている。ただ、筑波大では、
他大学と比べて開業する医師の数が何故か少ない
ようである。
　千葉大では、平均すると毎年３人くらいの入局
があるが、その７～８割は女性医師である。最初
の議題のときに、「不公平感」という話題が出た
が、これはおそらく女性医師同士の間で感じてい
るものだと思われる。以前は、病院の中で時間外
手当をなるべく付けないようにという風潮があっ
たが、２年くらい前から積極的にこれを付けるシ
ステムに切り替えて、不公平感をなるべく抱きに
くくするよう工夫している。
　群馬大では、入局者はだいたい１人か２人で、
毎年開業者が出るのは信州大や新潟大と同様であ
る。また、眼科に回ってきた学生と話をすると、
ときどき「眼科医は余っている」という声が聞か
れる。もちろん訂正はするが、このような風評が
広がっているとすれば、ゆゆしき問題である。
　山梨大でも、新入医局員は１人か２人というと
ころである。現在、初期研修で山梨大に残る学生
は15人くらいで少ないため、県が奨学金を出した
り推薦枠を設けたりして、なるべく地元に残るよ
う働きかけている。

４．平成22年度診療報酬改定後の勤務医の待遇改
善について（長野県）

　昨年の診療報酬改定では、特に手術点数が上
がったため、どこの病院でも外科系を中心に収入
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は増えているはずである。また、メディカルクラー
クの採用増加により、医師の行う事務作業が大幅
に軽減されたという病院もいくつかあった。しか
しながら、眼科としては勤務医の待遇改善には結
びついていないというのが現状のようである。

５．入院患者の術前の静脈点滴留置を誰が行って
いるか（医師か看護師か）。各大学での実状
を教えてほしい（栃木県）

　信州大では、今まですべての点滴留置を医師が
行っていたが、最近、２人いる研修医のうち１人
が産休に入ってしまった。すべての点滴をやらな
ければならなくなった研修医を見て可哀想だと思
い、以後看護師が点滴を手伝ってくれるように
なった。

　千葉大では、今年の４月から医師だけでなく看
護師も行うようになった。新人看護師の技術講習
の目的もあり、少しずつ医師から看護師の業務に
変わりつつある。
　群馬大では、すべて医師が行っている。
　新潟大では、数年前から外来での造影検査の点
滴留置は看護師が行っている。昨年からは、病棟
の入院患者の点滴も３分の２くらいの症例で看護
師が行うようになった。
　山梨大でも、６～７割は看護師が行っている。
　これまで、大学病院での静脈点滴留置は医師が
やるものだと思っていたが、話を聞いてみると、
最近のことではあるが、医師の業務から看護師の
業務に変わりつつあるという印象を受けた。

本社　　                 
オペレーションセンター　       
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〒135-0064 東京都江東区青海4-4-18　TACS 

TEL：03-6743-8300　FAX：03-6743-8301
TEL：03-6743-8370　FAX：03-6743-8371
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技術革新は
いつもルミナスから・・・

⃝日　時：平成23年11月20日㈰　10時～15時
⃝場　所：東京プリンスホテル２階

「サンフラワーホール」
⃝出席者：都道府県代表46名（うち1名は勤務医

委員と兼任）
勤務医委員（各ブロック代表者）14名
日眼医執行部９名
オブザーバー２名

⃝総合司会：山田　昌和（担当常任理事）

⃝高野　繁会長	挨拶
　来年４月に行われる診療報酬改定について、前
回点数が引き下げられた屈折・矯正視力・角膜曲
率半径・眼圧検査の復点をお願いした。また、白
内障の手術点数の削減に対応するため、緊急のア
ンケート調査を行った。これからも中医協の動き
を見ながら、できる限り対応していきたい。
　東日本大震災の時に岩手県・宮城県で眼科の巡
回診療車として活躍したビジョンバンの日本版
を、国が買ってくれることがほぼ決定した。
　衆議院議員の吉田統彦先生の後援会として「眼
よし会」が発足した。この後援会に１人でも多く
の先生方に入っていただくようお願いしたい。
　これまで日本眼科医連盟の会費は、47都道府県
の各支部を通してお願いしてきたが、来年度から
は個人ごとに支払っていただくことになる。この
ため、日本眼科医連盟への入会をお願いしたい。

⃝吉田	統彦衆議院議員（民主党、愛知県眼科医会）
より挨拶

　アバスチンを加齢黄斑変性に使用した場合、現
在では「適応外使用」となるが、これを是非「保
険適用」にしていきたい。これには、医師や学会
がどうしても使用したいという強い意志を国に対
して示す必要があり、「医師主導治験」という形

でデータの集積を行っていくことが最良の方法で
はないかと考えている。
　勤務医にとって、学会の参加費・年会費・旅費
等は大きな負担になっているため、これらがすべ
て特別控除の対象となるよう、議員になってから
現在まで活動してきた。今回、旅費については見
送られたが、学会の参加費・年会費に関しては、
給与所得控除の半分を超える部分を特別控除の対
象とすることができるようになる見込みである。

○講演１：「臨床研修制度の現状と今後の医師育成」
（講師）植木	　誠（厚生労働省医政局医事課医
師臨床研修推進室長）

【講演要旨】
　わが国の医師臨床研修制度は、昭和23年にイン
ターン制度として始まった。しかしながら、医師
免許取得前ということで、身分の問題や処遇が不
明確などの問題があり、昭和43年に臨床研修制度
が創設された。これは、医学部を卒業すると同時
に医師国家試験を受けて医師免許を取得し、その
後2年以上の臨床研修を努力目標という形で制度
化したものである。しかしながら、この制度につ
いてもさまざまな問題点が指摘されるようにな
り、いろいろな検討が加えられた結果、平成16年
に新しい医師臨床研修制度がスタートした。
　この制度では、卒後２年間の臨床研修が義務化
されたが、これにより新たな問題が発生した。最
も深刻な問題は、大学病院の医師派遣機能が低下
して、地域における医師不足が顕在化したことで
ある。また、募集定員が研修希望者の1.3倍を超
えていたこともあり、研修医の都市部への集中が
問題となった。
　そこで、平成21年に改めて臨床研修制度の見直
しが行われ、平成22年度からは、一部改正された
制度が適用されている。改正の内容は、研修プロ

第12回全国勤務医連絡協議会出席報告

勤務医担当理事　上　田　昌　弘（国際医療福祉大学塩谷病院）
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グラムの弾力化、基幹型臨床研修病院の指定基準
の強化、都道府県ごとの研修医の募集定員の設定、
などである。
　厚生労働省では、最近、臨床研修制度の評価に
関するワーキンググループを立ち上げている。こ
こでは、臨床研修制度がどういった形で進められ
ており、現在どういう問題を抱えていて、今後ど
うしていかなければいけないか、平成27年度の制
度改正をも見通した検討が進められている。
　また、これも最近のことであるが、後期臨床研
修の部分についても検討の対象にしようというこ
とで、「専門医のあり方に関する検討会」を立ち
上げている。その目的は、医師の質の一層の向
上、医師の地域偏在・診療科偏在の是正である。
主な検討項目は、求められる専門医像とは何なの
か、医師の質を一層向上させるにはどうしたらい
いか、地域医療の安定的確保について、である。

○講演２：「臨床研修制度の動向について―これ
からの医師育成戦略―」
（講師）山下　英俊（山形大学医学部医学部長・
眼科教授）

【講演要旨】
⑴地域医療を維持、発展させるために
　医師が熱意をもって地域に定着するには、知的
環境を整備しなければならない。それを実現する
にはサポートする組織が必要であり、それが大学
の医学部・附属病院の役割であると考える。要す
るに、地域医療に従事する医師が、ある期間大学
病院に来て勉強し、終わったらまた地域に戻ると
いう「循環型の勉強」を実践できることが重要で
ある。現在、山形大学では、地域にいても生涯勉
強ができる環境整備の一環として、「e-ラーニン
グシステム」というものを行っている。これは、
がんの治療が中心となるが、手術や放射線治療、
化学療法など最新の知識を講義して、それをイン
ターネット上に登録し、いつでも地域で勉強がで
きるというシステムである。また、大学病院を中
心とした地域医療機関のＩＴネットワークが構築
されれば、診断の難しい患者のデータを大学に送
ることで、診断がついたり有用な情報を得ること
ができるようになる。

⑵新臨床研修制度の問題点
　平成16年に新しい臨床研修制度が始まり、初期
研修医が都市部に集中した。その結果、地方の大
学病院での研修医が減少し、大学医局から地域の
中核病院へ医師の派遣が困難になり、地域の医師
不足が深刻化した。また、大学院博士課程修了者
の急激な減少、すなわち研究医の減少がみられた。
診療科別にみると、外科、脳外科を中心とした外
科系の減少により、診療科による偏在もみられる
ようになった。
⑶山形大学でのStudent	Doctor制度の導入
　臨床医学教育の獲得目標として、First Aidつ
まり鑑別診断ができることが重要である。すなわ
ち、目の前にいる患者さんが一体どういう病態で
あって、今、何をすべきなのか。要するに、これ
は私にできる、これは私にはできない、この人は
何分待てる、というようなきちんとした鑑別診断
ができることが大切である。
　山形大学では、平成21年から「Student Doctor
制度」を導入している。これは、非常に基本的な
知識を全部勉強しているか（座学）、臨床の手技
がしっかりしているか（実技）の試験を行い、両
方とも通った学生に「Student Doctor」という称
号を与え、患者の同意があれば、ある程度の医療
行為ができるという制度である。これにより、現
在、初期臨床研修で行われているプライマリケア
の大部分を、卒前の医学教育の中に組み込むこと
ができるのではないか、と考えている。

　講演後に行われた質疑応答、その後の「本部報
告」、および午後に行われた「支部提出議題およ
びディスカッション」については、紙面の関係で
省略させていただきます。
　詳しくは、「日本の眼科」３月号（平成24年）
をご覧ください。

⃝日　時：平成23年７月17日㈰11時～12時30分
⃝場　所：軽井沢プリンスホテル　ウエスト
　　　　　１Ｆ　あかしや
⃝出席者氏名（敬称略）
　神奈川県：山田　荒太（理事・代議員）
　　　　　　佐藤　公美（理事）
　埼 玉 県：養田　芳子（常任理事・予備代議員）
　　　　　　西田　幸子（常任理事）
　千 葉 県：瀬古　　歩（理事）
　　　　　　高網　陽子（千葉大学・千葉労災病院）
　茨 城 県：伊藤　睦子（常任理事）
　栃 木 県：吉澤　　徹（副会長）
　　　　　　安藤　　緑（理事）
　山 梨 県：櫻林なおみ（理事）
　　　　　　塚原　康司（理事・代議員）
　新 潟 県：白柏　麻子（新潟県眼科医会女性医の会代表）
　　　　　　白柏　基宏（木戸眼科クリニック院長）
　群 馬 県：新田安紀芳（理事）
　　　　　　坂本　道子（理事）
　長 野 県：大谷　公子（副会長・代議員）
　　　　　　野原　雅彦（県常任理事）
　　　　　　甘利　秀美（県理事）
　　　　　　杉本　知子（信州大学）
⃝議事進行：大谷　公子（副会長）

⃝協議事項
①各県における眼科医会の女性役員の割合（神奈

川県提出）
　各県における女性役員の数の実態と、その増や
す意義について意見交換が行われた。実態は少な
い県で１人、多い県で３人であった。
　全体の30％以上になるような努力が必要ではと
の意見が出された。

②１）育児休業法に基づく短時間正規職員制度の

導入程度
　２）家事・育児の男女の負担割合
　３）女性医師採用にあたり、病院・医院で工夫

していること
　４）採用される女性医師が職場環境で希望する

こと
上記について意見交換がなされた。（千葉県提出）

③各県に共通したアンケート調査の必要性につい
て（群馬県提出）

　女性医師の勤務環境の現況に関する調査結果が
提出され発表された。このようなアンケート調査
を行うことで、まず実態の把握が必要であるとの
意見が出された。

④１）各県での眼科医の所属施設、勤務形態の割
合

　２）育児休業法に基づく、短時間正規職員制度
が各県どのくらい導入されているか

　３）眼科医家庭における、家事・育児の男女の
負担割合

　４）女性医師採用にあたり、病院・医院の環境
で工夫している事、採用される女性医師が職
場環境で希望すること（長野県提出）

上記について意見交換がなされた。
　今回が１回目ということもあり、結論には至ら
なかったが、このような会を男女が共に協力して
継続していくことにより徐々に明確な問題点や解
決法をみつけ女性医師が仕事を継続しやすい環境
を作りあげていくかが重要であると思われた。

　安　藤　　　緑（足利市）

平成23年度関ブロ男女共同参画委員会出席報告



− 51 − − 52 −

⃝日　時：平成23年７月17日㈰12時30分～14時
⃝場　所：軽井沢プリンスホテル　ウエスト　千曲
⃝司　会：長野県眼科医会

開会の辞：長野県眼科医会会長　野中　隆久
挨　拶：関ブロ世話人　種田　芳郎
議　題：
１）世話人より提案・協議事項
　世話人より
　３月11日東日本大震災がおきました。関ブロと
して同じブロックの茨城県に義援金として250万
円、千葉県に見舞金として50万円をおくりました。
１．顧問委嘱について
　支部長が変わると、前支部長が顧問になる。
２．役員変更（監事）について
　監事：早津先生から宮下先生へ変更（栃木県）
３．平成22年度事業報告について（資料１）

奥脇世話人指名
関ブロ支部長会議と連絡協議会
第１回高崎市
ホテルメトロポリタン高崎（つぐみの間）

平成22年５月29日㈯
第２回横浜市
ホテルキャメロットジャパン

平成23年３月６日㈰
関ブロ部門別会議
健康保険委員会　高崎市
ホテルメトロポリタン高崎（うぐいすの間）
勤務医委員会　　高崎市
ホテルメトロポリタン高崎（おしどりの間）

平成22年５月29日㈯
第46回関東甲信越眼科学会懇親会の開催
高崎市　ホテルメトロポリタン高崎（丹頂の
間）
第46回関東甲信越眼科学会親睦ゴルフコン

ペの開催
甘楽カントリークラブ
第46回関東甲信越眼科学会の開催
高崎市　ホテルメトロポリタン高崎　（丹頂
Ⅰ・Ⅱ）

平成22年５月30日㈰
　１）「眼形成外科～あたらしい治療戦略」　
　　　群馬大学眼科　　鹿島　友敬先生
　２）「加齢黄斑疾患の新しい治療戦略」
　　　群馬大学眼科講師　　佐藤　　拓先生
　３）「検眼鏡的に正常な黄斑疾患」
　　　群馬大学眼科教授　　岸　　章治先生

関東甲信越地区眼科医会連合会医療従事者講
習会の開催
高崎市　ホテルメトロポリタン高崎（白鷲の間）

平成22年５月30日㈰
　１）「言葉のパワー」
　　　ジョンロバート・パワーズスクール
　　　金原亭　世之介師匠
　２）「ＯＣＴと視野」
　　　群馬大学医学部眼科講師
　　　秋山　英雄先生
　３）「内斜視の治療と管理」
　　　群馬大学医学部眼科助教授
　　　池田　史子先生
会報の発行
　　会報編集委員会の開催
　　新横浜プリンスホテル　平成23年２月６日㈰
４．平成22年度決算について
　　秋山代議員
　　収入の部 30,165,255円
　　支出の部 7,229,957円
　　次期繰越金 22,935,298円
　　監査報告　関ブロ監事　山本　修、早津尚夫

平成23年度第１回　関ブロ連絡協議会報告

支部長　原　　　　　裕（大田原市）

２）第48回関東甲信越眼科学会について
　　神奈川県
　　日程：平成24年５月27日㈰
　　場所：ホテルキャメロットジャパン
　　主催：神奈川県眼科医会

講演内容は未定
第４回神奈川眼科学会を予定してい
る。
学会が違うが、両方出席すると専門医
点数が合計５点になる。

３）各県からの提案・報告事項
神奈川県
１）幼稚園および小学校就学時検診の視力検査の

昨年度からの変化
２）休日・夜間急病診療におけるＡ・Ｂ会員の対

応
３）神奈川県は休日診療の定点化を進めています

が各県の対応について
４）関ブロ出動費支払いについて
　本年度より、各県に人数分振り込まれます。
５）Ａ会員で医師会活動（インフルエンザワクチ

ン接種等）に協力できない問題について
新潟県

１）会則の改定に係る問題について
　関ブロの会則、前回平成10年に改定があった。
そろそろ改定の時期ではないだろうか。男女参
画規約等が入っていない。

　　次回の連絡協議会で、検討決定する。
長野県
１）特定健診導入後に減少した眼底検査の各自治

体の対応について
４）日眼医報告　　小沢常任理事

80周年事業、被災地支援活動、公益法人化に
ついて
特定健診ついて、目の健康健診プログラムに
ついて
診療報酬改定についての準備（ローブジョン
検査料、基本診察料等）

５） 平成23年度第２回関ブロ連絡協議会開催日
時、場所について

　　日時：平成24年３月４日㈰
　　場所：ホテルキャメロットジャパン
６）その他

４．閉会の辞
　　長野県眼科医会
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⃝日　時：平成24年３月４日㈰
⃝場　所：ホテルキャメロットジャパン横浜
⃝司　会：神奈川県眼科医会
⃝出　席：原　　　裕、宮下　　浩、吉沢　　徹、
　　　　　柏瀬　宗弘

　司会を神奈川の奥脇先生、関ブロ世話人の種田
先生の挨拶、19名の物故会員への黙祷、議題へと
移った。

１）世話人より提案・協議事項
⑴平成24年度事業計画案及び予算案の協議及報

告があり、夫々可決された。
⑵平成24年度日眼医、代議員会ブロック代表質

問について
⑶日眼医役員改選
　　髙野現日眼医会長が続投予定。
⑷日眼医代議員会議長・副議長および代議員に

ついて
　　関ブロから５人の常任理事を推薦したい

と。
⑸日眼医各種委員会ブロック推薦について
　　千葉県の入江会長を代議員会議長に推薦。

２）各県より提出議題
　金環月蝕について、ある県ではテレビを通し
て見させて、その障害防止につとめる。

３）各県より提出議題
　災害時での対策等話し合ったが具体的内容迄
には出なかった。

４）日眼医報告
　小沢忠彦　常任理事
　今年度の社会保険改正では相対的には眼科は

少し下がるらしい。

５）日眼医代議員会　総務・経理合同常任委員会
報告

　総務　原　　　裕　代議員
　経理　小口　和久　代議員

　昨年の東日本大震災において米国から借りた
ヴィジョン・ヴァン（ＶＶ）は被災地の眼科診療
に有用であり、眼科診療の広告塔の役割を果たし
て来た。ただ、米国式ＶＶは大型バスを利用して
いるので、破壊された道路、大量の瓦礫のために
狭くなった道路の通行には、もっと小型で小回り
の利く車が望ましい。
　公益法人化に伴い、平成24年度予算は大幅に減
額又廃止となった。又ＡＢＣ会員が減少傾向にあ
り、又一般大学眼科入局者数も減少傾向にあるの
で医会として講習会等開いて魅力ある眼科将来像
をＰＲしてゆきたい。

６）第48回関東甲信越眼科学会　　神奈川県
　　平成24年５月27日㈰
　　場所　横浜市ホテルキャメロットジャパン

７）第49回関東甲信越眼科学会　　埼玉県
　　平成25年６月８日㈯、９日㈰
　　場所　さいたま市ソニックシティー

８）最後に私（柏瀬宗弘）は昨年９月、80才の誕
生日を迎えた。顧みますとこの関ブロ、栃眼
医に役員として約35年間お世話になった。一
つの潮時として、退任したいと思う。

　　長い間、お世話になり有難うございました。
全員写真撮影して散会した。

　柏　瀬　宗　弘（足利市）

平成23年度第２回　関ブロ連絡協議会報告 平成24年度栃木県眼科医会総会開催報告

⃝日　時：平成24年４月15日㈰
　　　　　午前11時30分～午後０時30分
⃝場　所：自治医科大学研修センター
⃝出席数：95名　　委任状24名

１．開会挨拶
　会長　原　裕　（日眼医代議員会出席のため不
在）旭副会長が代読

２．報告
１）平成23年度栃木県眼科医会会務報告　別紙

　吉澤　総務担当副会長が日眼医代議員会出席
のため不在につき、福島より報告

２）平成23年度栃木県眼科医会会計報告　別紙
　　城山　経理担当理事より報告

３）平成24年度日本眼科医会　代議員・予備代議
員の件

　　原会長に代わり旭副会長から報告
　日本眼科学会が平成24年４月から公益法人と
なったことに伴い、各支部会員の選挙により代議
員を選出することになった。今回は時間がないた
め立候補者を募り原・吉澤　先生が代議員、旭・
福島　先生が予備代議員として届出ました。任期
は２年間ですので、次からは選挙管理委員会を立
ち上げ公平を期して選挙することと致します。

４）眼科一次救急診療経過報告
　　旭副会長より報告

３．協議
１）平成24年度栃木県眼科医会事業計画の件　別

紙
　　福島理事から提示　賛成多数で承認

２）平成24年度栃木県眼科医会予算案の件　別紙
　　城山理事から提示　賛成多数で承認

３）会則第12条改訂の件
　　旭副会長より提示　賛成多数で承認

４）平成24年度眼科一次救急診療当番医選出の件
　旭副会長より提示　ランダムにくじを行うか、
以前のローテーションの順番を変えずに繰り返す
かを採決の結果、以前のローテーションの順番を
変えずに繰り返す、ただし退会者や入会者がいる
場合、不公平にならないよう適宜組み込むことと
する。

その他
　旭副会長より眼科医連盟への加入促進をお願い
する旨説明があった
　千葉先生から眼科保険指導医について、特に任
期について提案があった
　柏瀬宗弘先生に感謝状贈呈（柏瀬光寿先生が代
理受賞）

４．保健研究会

総務担当理事　福　島　一　哉（宇都宮市）
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１．総務関係
　⑴会員数（Ｈ24．3．31．現在）
　　Ａ会員　60名、Ｂ会員　84名、Ｃ会員　６名、Ｍ会員　10名、合計160名（うち、「準」会員１名）
　⑵会員の異動
　　　入会者：１名
 Ｃ 窪　野　裕　久（足利赤十字病院）
　　　転入者：４名
 Ｂ 関　本　慎一郎（関本眼科） 東京都より
 Ｂ 川　島　秀　俊（自治医大） 埼玉県より
 Ｂ 吉　田　　　淳（自治医大） 東京都より
 Ｂ 奥　村　良　彦（足利赤十字病院） 東京都より
　　　転出者：５名
 Ｂ 野　堀　秀　穂（獨協医大） 茨城県へ
 Ｂ 小　出　義　博（獨協医大） 愛知県へ
 Ｂ 福　井　正　樹（足利赤十字病院） 東京都へ
 Ｂ 堤　　　瑛　理（国際医療福祉大学眼科） 東京都へ
 Ｂ 佐々木　　　誠 神奈川県へ
　　　退会者：２名
 準Ａ 嶋　田　孝　吉（小山市　間々田眼科医院）
 Ａ 斉　藤　春　和（小山市　小山眼科）
　　　異動者：
　　　①勤務先変更
 Ｂ 堀　　　秀　行（日光市　阿久津病院） 独立行政法人国立病院機構栃木病院より
 Ｂ 佐々木　　　誠 自治医大より
 Ｂ 和泉田　真　作（宇都宮済生会病院眼科） 獨協医大より
　　　②会員種別の変更
　　　　Ｂ→Ａ 原　　　　　岳（宇都宮市　原眼科病院）
　　　　Ａ→Ｂ 原　　　　　孜（宇都宮市　原眼科病院）
　　　　Ｂ→Ａ 茨　木　信　博（宇都宮市に「いばらき眼科クリニック」を新規開業
  　　　　　　　　〒320-0851　鶴田町720-1　℡028-647-4936）
　　　　Ｃ→Ｂ 大河原　百合子（自治医大）
　　　　Ｃ→Ｂ 斉　藤　文　信（獨協医大）
　　　　Ｃ→Ｂ 中　村　恭　子（獨協医大）
　　　　Ｃ→Ｂ 福　井　正　樹（足利赤十字病院）
　　　　Ｃ→Ｂ 宮　下　博　行（獨協医大）

平成23年度栃木県眼科医会会務報告
栃木県眼科医会総会

総務担当理事　福　島　一　哉（宇都宮市）

　　　③勤務先住所変更
 Ｂ 福　井　正　樹（足利赤十字病院　〒326-0843　足利市五十部284-1）
 Ｂ 窪　野　裕　久（　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　）
　　　④勤務先名称変更 
 Ａ 菊　池　武　邦（矢板市　国際医療福祉大学塩谷病院）
　　　⑤自宅住所変更
 Ａ 原　　　　　岳（宇都宮市　原眼科病院）
 Ｂ 茨　木　信　博（宇都宮市　いばらき眼科クリニック）
 Ｂ 澤　野　宗　顕（獨協医大）
 Ｃ 窪　野　裕　久（足利赤十字病院）
 Ｂ 竹　澤　美貴子（那須塩原市　伊野田眼科クリニック）
 Ｂ 山　下　由佳子（獨協医大）
 Ｂ 鈴　木　重　成（獨協医大）
　⑶定例総会開催（１回）Ｈ23.４.10㈰　於：自治医大
　⑷理事会開催（６回）

第１回　Ｈ23.５.18㈬　於：宇都宮市医師会館
第２回　Ｈ23.７.20㈬　　　　　　〃
第３回　Ｈ23.９.27㈫　　　　　　〃
第４回　Ｈ23.11.16㈬　　　　　　〃
第５回　Ｈ24.１.18㈬　　　　　　〃
第６回　Ｈ24.３.26㈪　　　　　　〃

　⑸中央及び関ブロ諸会議に出席
Ｈ23.４.２㈯　平成23年度第１回日眼医定例代議員会、定例総会（東京） 原（裕）出席
Ｈ23.４.３㈰　　　　　　　　　　　　〃
Ｈ23.６.25㈯　平成23年度第２回日眼医定例代議員会、定例総会（東京） 原（裕）出席
Ｈ23.６.26㈰　　　　　　　　　　　　〃
Ｈ23.９.４㈰　日眼医全国支部長会議（東京） 原（裕）出席
Ｈ24.１.22㈰　日眼医代議員会総務経理合同常任委員会（東京） 原（裕）出席
Ｈ23.７.17㈯　平成23年度第１回関ブロ支部長会議、関ブロ連絡協議会開催（軽井沢）

宮下、柏瀬（宗）、原（裕）、千葉出席
Ｈ23.７.17㈯　平成23年度第１回関ブロ男女共同参画委員会開催（軽井沢）

吉澤（徹）、安藤出席
Ｈ24.３.４㈰　平成23年度第２回関ブロ支部長会議、関ブロ連絡協議会（横浜）

宮下、柏瀬（宗）、原（裕）、吉澤（徹）出席

２．経理関係
　⑴栃木県アイバンクの献眼運動協力募金
　⑵会費の銀行口座よりの自動引落し方式の推進

３．学術関係
　⑴栃木県眼科集談会
　　第61回　Ｈ23.４.10㈰　於：自治医大　95名出席
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　　　一般講演：７題
　　　特別講演：｢ドライアイの新しい考え方と治療の実際｣
　　　　　　　　横井　則彦先生（京都府立医大眼科准教授）
　　第62回　Ｈ23.10.21㈮　於：宇都宮市医師会館　90名出席
　　　一般講演：６題
　　　特別講演：「前眼部疾患に対する手術療法の進歩」
　　　　　　　　後藤　憲仁先生（獨協医科大学眼科）
　⑵栃木県眼科医会研究会
　　第45回　Ｈ23.６.24㈮　於：宇都宮グランドホテル、わかもと製薬株式会社と共催　67名出席
　　　１．｢ロービジョンケアは眼科医療から｣
　　　　　髙橋　　広先生（北九州市立総合医療センター　眼科部長）
　　　２．「網膜血管疾患の治療と問題について」
　　　　　坂本　泰二先生（鹿児島大学　眼科教授）
　　第46回　Ｈ24.１.20㈮　於：宇都宮グランドホテル、参天製薬株式会社と共催　44名出席
　　　１．「角膜移植アップデイト」
　　　　　妹尾　　正先生（獨協医科大学眼科学教室　教授）
　　　２．「オキュラーサーフェイス診療アップデイト」 
　　　　　天野　史郎先生（東京大学大学院医学系研究外科学専攻感覚運動機能医学講座眼科学教授）
　⑶獨協医大眼科栃眼医合同講演会
　　第34回　Ｈ23.７.22㈮　於：獨協医大　71名出席
　　　１．「小眼球症の診断と管理」　　仁科　幸子先生（国立成育医療センター眼科）
　　　２．「外眼筋のための画像診断」　西田　保裕先生（滋賀医科大学眼科　病院教授）
　⑷栃木眼科セミナー
　　第19回　Ｈ24.２.１㈮　於：ホテル東日本宇都宮、自治医大・興和創薬共催、当会後援　52名出席
　　　ミニレクチャー：「東京女子医科大学東医療センターにて経験したぶどう膜炎症例」
　　　　　　　　　　　吉田　　淳　先生（自治医科大学眼科学講座　講師）
　　　特別講演：「加齢黄斑変性：病態の理解と診療の注意点」
　　　　　　　　柳　　靖雄　先生（東京大学大学院医学系研究科　眼科学　講師）
　⑸下野眼科談話会
　　第21回　Ｈ24.３.16㈮　於：小山グランドホテル、獨協医大・ＭＳＤ共催、当会後援　54名出席
　　　一般講演 ４題
　　　特別講演　「再発性角膜上皮びらんの発見法と対処法」
　　　　　　　　加治　優一先生（筑波大学医学系眼科学　准教授）
　⑹栃木県内科眼科関連疾患懇話会
　　第５回　Ｈ23.11.10㈭　宇都宮東武ホテルグランデ 
　　　テーマ：糖尿病　アップデイト
　　　講演１．｢最近の糖尿病診断の動向｣
　　　　　　　清水　弘行先生（桐生大学医療保健学部栄養学科教授）
　　　講演２．「糖尿病アップデイト」
　　　　　　　妹尾　　正先生（獨協医科大学眼科学教室　教授）
　⑺栃木ぶどう膜炎カンファレンス
　　第１回　 Ｈ23年10月28日㈮　ホテル東日本宇都宮

　　　１．「ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎に対するインフリキシマブ（レミケードⓇ）
　　　　　投与の現状―獨協医科大学病院における自験例から―」
　　　　　鈴木　重成（獨協医科大学眼科学教室　講師）
　　　２．「インフリキシマブ（レミケードⓇ）がもたらしたベーチェット病ぶどう膜炎治療のパラダ
　　　　　イムシフト」
　　　　　川島　秀俊（自治医科大学眼科学講座　主任教授）

４．医療安全対策及び福祉関係
　⑴眼科コメディカル講習会
　　講習会は関東各県共同主催（於：帝京大）当県より17名が受講。
　　（内６名は震災の影響で受講できなかった分を来年度振替受講）
　⑵栃眼医親睦ゴルフコンペ
　　第74回　Ｈ23.５.22㈰　宇都宮カンツリークラブ　11名参加
　　　　　　優勝：柏瀬宗弘　　準優勝：松島裕子
　　第75回　Ｈ23.11.16㈰　唐沢カントリー倶楽部　10名参加
　　　　　　優勝：高橋佳二　　準優勝：松島雄二
　⑶栃眼医忘年会開催
　　Ｈ23.12.２㈮　於：ホテルニューイタヤ　28名出席
　⑷平成22年度日眼医眼科医事紛争事例調査実施
　　栃木県内該当　０例

５．保険関係
　⑴中央及び関ブロの会議
　　Ｈ23.５.29㈰　日眼医全国審査委員連絡協議会（東京） 旭　　出席
　　Ｈ23.７.17㈰　関ブロ健康保険委員会（軽井沢） 千葉　出席
　　Ｈ23.10.30㈰　日眼医各支部健保担当理事連絡会（東京） 井岡　出席
　⑵健保研究会
　　Ｈ23.４.10㈰　栃眼医総会と同時開催
　　Ｈ23.10.21㈮　集談会後開催
　⑶栃木県社保国保審査委員（眼科）連絡会
　　Ｈ23.８.23㈫　宇都宮市医師会館　　 旭、千葉、宮澤、鈴木、阿久津、城山、井岡出席
　　Ｈ23.11.21㈪　宇都宮市医師会館　　 旭、千葉、宮澤、鈴木、阿久津、城山、井岡出席

６．広報関係
　⑴栃木県眼科医会報（第44号）発行（平成23年６月30）
　⑵理事会だより（６回）発行
　⑶関ブロ会報編集委員会　Ｈ24年２月５日㈰（横浜）　大野出席
　⑷関ブロ会報に「会長挨拶」「各県だより」「随筆」投稿
　⑸ホームページ更新

７．学校保健関係
　⑴中央の会議に出席
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　　日眼医全国眼科学校医連絡協議会　Ｈ23.７.31㈰（東京） 苗加　出席 
　⑵栃医学校保健部会理事会（第１回）Ｈ23.４.28㈭　県医師会 苗加　出席
　　　　　　　　　　　　　　（第２回）Ｈ23.７.３㈰　護国会館 苗加　出席
　　　　　　　　　　　　　　（第３回）Ｈ23.10.28㈮　護国会館 苗加　出席

８．公衆衛生関係
　⑴栃木県眼科一次救急診療当番表を会員に送付
　⑵｢目の愛護デー記念行事｣準備委員会（８月２日㈫　宇都宮市健康センター（ララスクエアビル９階））
　　福島、高橋出席
　⑶｢目の愛護デー記念行事｣（宇都宮市健康センター（ララスクエアビル９階））
　　H23.10.２㈰
　　　13：30～14：30　目の健康講座：
　　　　　　　　　　　｢高齢者に見られる眼疾患｣
　　　　　　　　　　　獨協医大講師　鈴木重成先生　
　　　14：30～16：30　眼科無料相談会・無料眼圧測定　
　　　　　　　　　　　相談員：青木真祐、清水由花、堀秀行、宮澤敦子、他栃眼医担当理事
　　※広報活動
　　　・ポスター、ちらし配布
　　　・下野新聞に寄稿９月30日㈮　堤理事
　　　・新聞意見広告　下野、読売各紙
　　　・栃木放送、広報
　⑹日本網膜色素変性症協会JRPS栃木支部医学講話
　　H23.９.18㈰　　講師：原　　　正
　⑺献眼募金箱（栃木県アイバンク）を各眼科受付に設置し募金運動に協力

９．医療対策関係　
　⑴平成23年度栃木県高度管理医療機器販売管理者継続研修会（Ｈ23.12.４㈰　とちぎ健康の森）
　　86名出席
　　　講演１　「薬事法その他の法令に関するもの」
　　　　　　　長南菜津子　先生（栃木県保健福祉部　薬務課薬事審査担当）　
　　　講演２　「コンタクトレンズ装用者の実態と眼障害」
　　　　　　　植田　喜一　先生（ウエダ眼科・山口大学大学院医学系研究科眼科学）

10．勤務医関係
　⑴関ブロおよび中央の会議に出席
　　Ｈ23.７.17㈰　　関ブロ勤務医委員会（軽井沢） 上田出席
　　Ｈ23.11.20㈰　　第12回全国勤務医連絡協議会（東京） 上田出席
　⑵栃木県眼科手術談話会
　　第16回　Ｈ23.５.27㈮　　於：宇都宮市医師会館　　53名出席
　　　一般講演：３題　　　　
　　　特別講演：「各種眼内レンズ・インジェクターの扱い方」
　　　　　　　　松島博之先生（獨協医大眼科准教授）

12．日本眼科医連盟関係
　⑴日眼医連盟協議委員会
　　Ｈ23.10.22㈰（東京）
　⑵本年度連盟会費納入者（当県分）　　126万円　　　納入率　79％

以上

【宇都宮営業所】 〒321－0901　栃木県宇都宮市平出町1319－1
 ＴＥＬ  028－662－2946　FAX  028－662－2947 
【東京営業所】 〒113－0033　東京都文京区本郷1－35－24－702
 ＴＥＬ  03－5842－3501　FAX  03－5842－3502
【高崎営業所】 〒370－0062　群 馬 県 高 崎 市 稲 荷 町32－204
 ＴＥＬ  027－365－2790　FAX  027－365－2491
【新潟営業所】 〒950－0923　新潟県新潟市中央区姥ヶ山5－14－77－A102
 ＴＥＬ  025－250－5707　FAX  025－250－5710

代表者　代表取締役　柳　瀬　信　也
本　社　〒331－0825　埼玉県さいたま市北区櫛引町2－185－6
　　　　ＴＥＬ  048－664－1503　ＦＡＸ  048－652－5744

株式会社  平和医用商会

営 業 案 内
●眼科用医療器械・器具・備品・眼内レンズ・消耗品全般取扱い
●眼科光学器械の修理　　　●眼科一般開業設備一式
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平成23年度　栃木県眼科医会一般会計決算報告
自平成23年4月1日～至平成24年3月31日

収入の部

費　　　　目 平成23年度
予　　　算

平成23年度
決　　　算

比　　　　較
備　　　考

増 減

１ 日 眼 医 会 費 21,000 0 − 21,000

２ 関ブロ分担金 380,000 461,000 81,000 − Ａ×61  Ｂ×83  Ｃ×４
未納金回収 47,000円

３ 眼 科 医 会 費 4,100,000 4,565,000 465,000 − Ａ×61  Ｂ×83  Ｃ×４
未納金回収 302,000円

４ 入 会 金 150,000 150,000 − − 茨木先生

５ 補 助 金 100,000 270,000 170,000 − 日本眼科医会
栃木県医師会

６ そ の 他 1,000 1,141 141 − 利息

７ 繰 越 金 3,223,172 3,223,172 − −

合 計 7,975,172 8,670,313 716,141 21,000

支出の部

費　　　　目 平成23年度
予　　　算

平成23年度
決　　　算

比　　　　較
備　　　考

増 減

１ 日 眼 医 会 費 21,000 0 − 21,000

２ 関ブロ分担金 380,000 461,000 81,000 −

３ 事 務 通 信 費 1,200,000 781,142 − 418,858

４ 総会学会補助 800,000 595,430 − 204,570

５ 出 張 費 400,000 405,000 5,000 −

６ 会 議 費 600,000 531,000 − 69,000

７ 慶 弔 費 100,000 11,025 − 88,975

８ 人 件 費 1,500,000 1,367,393 − 132,607

９ そ の 他 100,000 130,888 30,888 − 税：100,888円
眼科臨床紀要

合 計 5,101,000 4,282,878 116,888 935,010

8,670,313円−4,282,878円＝4,387,435円（平成24年度へ繰り越し）
上記会計報告を監査し適正な事を認証する。

 平成24年４月４日　　栃木県眼科医会監事　　　宮　下　　　浩　㊞
 鈴　木　隆二郎　㊞

収入の部

費　　　　目 平成23年度
予　　　算

平成23年度
決　　　算

比　　　　較
備　　　考

増 減

１ 対 策 費 1,600,000 1,750,000 15,000 − Ａ×61　Ｂ×83
未納金回収 115,000円

２ そ の 他 570,000 1,289,040 719,040 − 交付金：67,000円
助成金：1,200,000円

３ 繰 越 金 7,014,580 7,014,580 − −

合 計 9,184,580 10,053,620 869,040 −

支出の部

費　　　　目 平成23年度
予　　　算

平成23年度
決　　　算

比　　　　較
備　　　考

増 減

１ 事 務 通 信 費 10,000 11,970 1,970 −

２ 新 聞 広 告 1,500,000 709,425 − 790,575

３ そ の 他 1,250,000 1,662,912 412,912 −
義援金：500,000円
目の愛護デー補助
一次救急交通費

合 計 2,760,000 2,384,307 414,882 790,575

10,053,620円−2,384,307円＝7,669,313円（平成24年度へ繰越し）
上記決算報告を監査し、適正な事を認証する。

 平成24年４月４日　　栃木県眼科医会監事　　　宮　下　　　浩　㊞
 鈴　木　隆二郎　㊞

平成23年度　医事対策費及び日本眼科医連盟会費収支決算報告
自平成23年4月1日～至平成24年3月31日
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収　入
 前年度よりの繰越金 ２４４,８５８円
 広告料　　　第４４号（２２社） ５１５,０００円
 利　息 ４１円

 合　計 ７５９,８９９円

支　出
 第４４号　印刷代 ６３０,５２５円
 郵便代、会報配送料 ２７,６６０円
 事務消耗品 ５,２５８円

 合　計 ６６３,４４３円

 収　入 ７５９,８９９円
 支　出 ６６３,４４３円

 残　高 ９６,４５６円 （平成24年度に繰り越し）

平成24年３月15日
　　　　　栃木県眼科医会報編集委員長 大　野　研　一　㊞

平成24年４月４日
　　　　　　　　　栃木県眼科医会監事 鈴　木　隆二郎　㊞
 宮　下　　　浩　㊞

平成23年度　栃木県眼科医会報会計報告 平成24年度　栃木県眼科医会事業計画（案）

１．総務部
⑴定例総会開催（１回）
⑵理事会開催（６回）
⑶日眼医支部長会議、代議員会への出席と会議

内容の会員への伝達
⑷関ブロ眼科医会連合会の各種会議への出席と

会議内容の会員への伝達
⑸日眼及び日眼専門医制度委員会連絡事務
⑹男女共同参画の推進
２．経理部

⑴適正な会費の検討及び会費徴収法等の合理化
の検討

３．学術部
⑴栃木県眼科集談会の開催（２回）
⑵獨協医大眼科栃眼医合同講演会の開催
⑶栃木県眼科医会研究会、日本医師会・その他

の生涯教育活動（講演会、症例検討会等）の
企画、開催、後援

⑷各種学会その他の学術行事に関する会員への
案内

４．医療安全対策及び福祉部
⑴眼科コメディカル講習会の開催
⑵眼科コメディカル講習会スライド複製の貸出
⑶諸種会員親睦行事の企画、実施
　ゴルフ（２回）、その他の趣味の会の開催、

懇親会、忘年会等の企画
⑷医療事故防止対策
５．保険部

⑴全国審査委員連絡協議会出席と会議内容の会
員への伝達

⑵各支部健保担当理事連絡会出席と会議内容の
会員への伝達

⑶審査委員との連絡強化と適正な保険医療の検
討

⑷健保研究会、及び勤務医会員、新規開業会員
対象の保険診療講習会の開催

⑸点数改正説明会の開催
⑹社保国保審査委員連絡会開催

６．広報部
⑴会報発行（年１回）
⑵理事会だより発行（年６回）
⑶関ブロ会報編集会議への出席 
⑷一般対外啓蒙活動の推進（検眼、ＣＬ取り扱

いに関する正しい知識、視力回復センター等
に関する啓蒙活動等）

⑸対内、対外広報IT化推進（ホームページ）
７．学校保健部

⑴全国眼科学校医連絡協議会出席と会議内容の
会員への伝達

⑵健康相談としての色覚検査の実施
⑶学校保健委員会の活用と養護教諭への啓蒙活

動の推進
⑷学校保健活動のための教材、啓発資料の整備、

貸し出し
８．公衆衛生部

⑴栃木県眼科一次救急診療
⑵目の愛護デー記念行事
⑶アイバンク事業への協力
⑷県感染症サーベイランス事業への協力
⑸糖尿病に関する病診連携の推進
９．医療対策部

⑴非医師の医業類似行為問題、特にコンタクト
レンズ違法処方事例への対応

⑵栃木県高度管理医療機器販売管理者継続研修
会開催

10．勤務医部
⑴勤務医会員の抱える諸問題の検討
⑵栃木県眼科手術談話会の開催
⑶関ブロ勤務医委員会および全国勤務医連絡協

議会出席と会議内容の会員への伝達
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平成24年度　栃木県眼科医会一般会計予算案

収入の部

費　　　　目
平成23年度
予　　　算

平成24年度
決　　　算

比　　　　較
備　　　考

増 減

１ 日 眼 医 会 費 21,000 0 − 21,000

２ 関ブロ分担金 380,000 418,000 38,000 − Ａ×61  Ｂ×84  Ｃ×６

３ 栃 眼 医 会 費 4,100,000 4,282,000 182,000 − Ａ×61  Ｂ×84  Ｃ×６

４ 入 会 金 150,000 150,000 − −

５ 補 助 金 100,000 100,000 − −

６ そ の 他 1,000 1,000 − −

７ 繰 越 金 3,223,172 4,183,822 − −

合 計 7,985,172 9,134,822 220,000 21,000

支出の部

費　　　　目
平成23年度
予　　　算

平成24年度
決　　　算

比　　　　較
備　　　考

増 減

１ 日 眼 医 会 費 21,000 0 − 21,000

２ 関ブロ分担金 380,000 418,000 38,000 −

３ 事 務 通 信 費 1,200,000 1,000,000 − 200,000

４ 総会学会補助 800,000 1,050,000 250,000 − 日本腫瘍学会

５ 出 張 費 400,000 400,000 − −

６ 会 議 費 600,000 600,000 − −

７ 慶 弔 費 100,000 100,000 − −

８ 人 件 費 1,500,000 1,500,000 − −

９ そ の 他 100,000 100,000 − −

合 計 5,101,000 5,168,000 288,000 221,000

収入の部

費　　　　目
平成23年度
予　　　算

平成24年度
予　　　算

比　　　　較
備　　　考

増 減

１ 対 策 費 1,600,000 1,640,000 40,000 −

２ 助 成 金 0 500,000 500,000 −

３ そ の 他 570,000 70,000 − 500,000

４ 繰 越 金 7,014,580 7,669,313 654,733 −

合 計 9,184,580 9,879,313 1,194,733 500,000

支出の部

費　　　　目
平成23年度
予　　　算

平成24年度
予　　　算

比　　　　較
備　　　考

増 減

１ 事 務 通 信 費 10,000 10,000 − −

２ 一次救急交通費 0 1,000,000 1,000,000 −

３ 行 事 開 催 費 0 400,000 400,000 −

４ 広 告 費 1,500,000 750,000 − 750,000

５ そ の 他 1,250,000 50,000 − 1,200,000

合 計 2,760,000 2,210,000 1,400,000 1,950,000

平成24年度　栃木県眼科医会医事対策費予算案

平成24年度　栃木県眼科医会年会費（案）

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

内　　　　訳 Ａ 会 員 Ｂ 会 員 Ｃ 会 員 準 会 員

関 ブ ロ 会 費 4,000 2,000 1,000

栃 眼 医 会 費 52,000 13,000 3,000 52,000

医 事 対 策 費 20,000 5,000 0 20,000

合 計 76,000 20,000 4,000 72,000

平成23年度栃木県眼科医会会費納入のお願いが届き次第、お振込願います。
※　自動振込機（ＡＴＭ）からのお振込も可能ですのでご利用ください。

足利銀行　江曽島支店　普通預金3799666
栃木県眼科医会　会計　木村　純（トチギケンガンカイカイ　カイケイ　キムラ　ジュン）

※　尚、お振込の際、振込者氏名欄は所属病院名ではなく、個人名（フルネーム）にてお願い致します。
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栃木県眼科医会役員　　平成23〜24年度

栃木県眼科医会理事職務分担表　　平成23〜24年度

顧　問 会　長 副会長 理　　　　事 監　事

那 須 斎藤　武久 原　　　裕

塩 谷 高橋　雄二

上 都 賀 吉澤　　徹 堤　　雅弘 鈴木隆次郎

宇 都 宮
田口　太郎
稲葉　光治
早津　尚夫

旭　　英幸
大久保　彰、苗加　謙応
福島　一哉、早津　宏夫

宮下　　浩

下 都 賀
城山　力一、斉藤　哲也
石崎　道治

小 山 蘇　　沽訓

佐 野 大野　研一

足 利 柏瀬　宗弘 井岡　大治、安藤　　緑

芳 賀

自 治 佐藤　幸裕 小幡　博人、牧野　伸二

獨 協 妹尾　　正 松島　博之、大沼　　修

公 的 病 院 上田　昌弘

担当副会長 担当理事（正） 担当理事（副）

総 務 吉澤（徹） 福島 井岡、安藤、早津（宏）

経 理 吉澤（徹） 城山 蘇、木村

学 術 旭 大久保 小幡、牧野、松島（博）、大沼、早津（宏）

医 療 安 全 対 策
及 び 福 祉

旭 斉藤（哲） 石崎、井岡、堤

保 険 吉澤（徹） 井岡 城山、蘇

広 報 旭 大野 小幡、大沼

学 校 保 健 旭 苗加 斉藤（哲）、安藤

公 衆 衛 生 吉澤（徹） 堤 福島、高橋（雄）、早津（宏）

医 療 対 策 旭 高橋（雄） 斉藤（哲）、堤

勤 務 医 吉澤（徹） 上田 牧野、小幡、松島（博）、大沼

　平成23年度栃木県眼科医会忘年会は、平成23年12月２日㈮、宇都宮市のホテルニューイタヤで行われ
ました。28名の先生方が出席されました。参加者の名簿（敬称略）と集合写真を下記のとおり掲載させ
て頂きます。

平成23年度栃木県眼科医会忘年会開催報告

福祉担当理事　斉　藤　哲　也（栃木市）

平成23年12月２日㈮
ホテルニューイタヤ（敬称略）

Ａ　会　員 Ｂ　会　員 Ｃ　会　員
旭 　 英 幸 旭 眼 科 青 瀬 雅 資 獨 協 医 大 石　井　洋次郎 獨 協 医 大
石 﨑 道 治 石 﨑 眼 科 稲 葉 光 治 稲 葉 眼 科 坂 東 　 誠 獨 協 医 大
稲 葉 全 郎 稲 葉 眼 科 大 沼 　 修 獨 協 医 大
大 野 研 一 大 野 眼 科 後 藤 憲 仁 獨 協 医 大
加 藤 　 健 加 藤 眼 科 斎 藤 文 信 獨 協 医 大
斎 藤 武 久 斎藤クリニック 鈴 木 重 成 獨 協 医 大
斎 藤 哲 也 さいとう眼科 関　本　慎一郎 関 本 眼 科
城 山 力 一 城 山 眼 科 高 橋 佳 二 獨 協 医 大
蘇 　 沽 訓 城 南 眼 科 宮 下 博 行 獨 協 医 大
髙 橋 雄 二 たかはし眼科 吉 沢 浩 子 吉 沢 眼 科
堤 　 雅 弘 つ つ み 眼 科
原 裕 原 眼 科 医 院
原 岳 原 眼 科 医 院
福 島 一 哉 福 島 眼 科
宮 下 　 浩 宮 下 眼 科
吉 沢 　 徹 吉 沢 眼 科

参天製薬㈱
千寿製薬㈱
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⃝日　時：平成24年２月５日㈰　12時～14時
⃝場　所：新横浜プリンスホテル
⃝出席者：
神奈川県　種　田　芳　郎（関ブロ世話人・支部長）
　　　　　小　口　和　久（関ブロ運営部担当副会長）
　　　　　奥　脇　賢　一（関ブロ運営部担当理事）
　　　　　秋　山　修　一（関ブロ会計担当理事）
　　　　　津　田　玄一郎（関ブロ会報担当理事）
　　　　　山　田　荒　太（関ブロ会報担当理事）
茨 城 県　中　村　悦　子（編集委員）
栃 木 県　大　野　研　一（編集委員）
群 馬 県　馬　場　敏　生（編集委員）
千 葉 県　田　村　雅　弘（編集委員）
埼 玉 県　服　部　浩　一（編集委員）
山 梨 県　山　口　　　哲（編集委員）
長 野 県　永　田　征　士（編集委員）
新 潟 県　中　山　　　徹（編集委員）

議題：関ブロ会報41号の編集について
発行予定日　平成23年５月26日
原稿締切日　平成23年３月31日

　第48回関東甲信越眼科学会が平成24年５月26
日、７月27日に神奈川県で開催される。担当県で
ある神奈川県が、表紙、巻頭挨拶および関東甲信
越眼科学会の講演抄録を担当する。
　第47回関東甲信越眼科学会の印象記、各委員会
報告は長野県が担当する。
　日眼医報告を小沢　忠彦先生（茨城県）、目の
健康講座を群馬県が担当する。
　会長のことば、各県だより及び随筆は各県とも
提出する。
　栃木県からは、会長のことば：原裕会長、各県
だより：原裕先生、随筆、エッセイ：原裕先生の「ラ
スベガス」および大野研一の「カリフォルニア眼
科ワークショップの思い出」、編集子囁言：大野
研一を提出した。

平成23年度関ブロ会報編集委員会報告

広報担当理事　大　野　研　一（佐野市）

平成23年度「目の愛護デー」記念行事報告

公衆衛生担当理事　堤　　　雅　弘（宇都宮市）

　本年度より公衆衛生担当となりました。初めて
のことで分からないことばかりで、会員の皆様方
には、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じま
すが、よろしくご鞭撻の程よろしくお願い申し上
げます。
　さて、平成23年10月２日㈰に宇都宮市保健セン
ターにおきまして、「目の愛護デー」記念行事を
開催いたしました。午後１時30分より「目の健康
講座」を開催し､ 獨協医科大学眼科学教室　鈴木
重成先生に「高齢者に見られる眼疾患」と題しま
して、公開市民講演をお願い致しました。参加者
は雨天にも係わらず、参加者121名と盛況でした。
講演会に引き続き、午後２時30分から午後４時30
分まで「目の健康相談」を開催しました。相談員
は宮沢敦子先生・清水由花先生・青木真祐先生・
堀秀行先生及び栃木県眼科医会理事数名で行いま

した。相談者数は49名で普段の疑問を相談員の先
生に丁寧に説明して頂き、満足されていらっしゃ
いました。また開催時間中、眼科関連メーカーの
皆様の協力にて、「眼圧無料測定」を行いました。
こちらも盛況で参加者は64名に上がりました。
　本年度より当記念行事は県の実施する、地域医
療に係わる県民協働事業に認定されており、県か
らの助成もいただけるようになり、より良い連携
を取りつつ県民と相互理解を推進していけるので
はないかと期待しております。
　最後になりましたが、休日にもかかわらずご参
加ご協力頂きました皆様には厚く御礼申し上げま
す。そして来年度以降も盛況なものにしていきた
いと存じ上げますので、会員の皆様におかれまし
ては、これからもご支援の程どうぞよろしくお願
い申し上げます。
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　10月16日、栃木県眼科医会ゴルフコンペが佐野
の唐沢カントリークラブ、三好コースで開催され
ました。当日は10月中旬とは思えない暖かな一日
で、半袖でのプレーが多く見られました．急きょ
福島県眼科医会会長の今泉先生も飛び入り参加し
て和やかな雰囲気のままスタートとなりました。
　同伴プレーヤーは石崎、茨木、稲葉各先生と一
緒で良い緊張感の中でのゴルフとなりました。ス
コアーは褒められたものではありませんでしたが
４人の中ではハンデをみるとネットでトップとな

り、もしや優勝？と思っていいたら幹事の柏瀬先
生から優勝を告げらました。今回のコンペから眼
科医会の会長が大田原の原裕先生に代わったため
新たな優勝杯となり、光栄にも第１回目の優勝杯
をいただきました。
　次回は幹事になるため医局の若い先生を引っ張
り出し大人数のコンペが開催できればと思いま
す。春はまた佐野界隈で予定しています。
　連覇を狙って皆の参加をお待ちしております。

ゴルフコンペ成績表
NAME IN OUT グロス HDCP NET NAME IN OUT グロス HDCP NET

1 高橋　佳二 46 45 91 12.0 79.0 6 稲葉　全郎 46 49 95 6.0 89.0
2 松島　雄二 46 43 89 9.0 80.0 7 斎藤　静子 55 51 106 17.0 89.0
3 石﨑　道治 45 43 88 7.0 81.0 8 斎藤　武久 56 52 108 11.0 97.0
4 柏瀬　宗弘 54 50 104 22.0 82.0 9 松島　優子 67 59 126 26.0 100.0
5 茨城　信博 49 50 99 13.0 88.0 10 田口　太郎 63 59 122 18.0 104.0

第75回栃木県眼科医会親睦ゴルフコンペ優勝記

高　橋　佳　二（獨協医大）

平成23年10月16日
唐沢ゴルフ倶楽部

茨木信博先生…………… うまくならんです～。

高橋佳二先生…………… 肘が痛くて・・・。今日のグリーンはすごかった。

稲葉全郎先生…………… ５パット、４パットで早いグリーンに苦しみました。先日の栃木県医師会
ゴルフ大会で優勝したのが夢のようです。

石﨑道治先生…………… 本日は天候に恵まれ・・・。同伴者にも恵まれて・・・。またやった！

中静　隆先生…………… 昨年８月に左膝を怪我して以来９ヶ月ぶりのゴルフでしたが無事にラウン
ド出来最高でした。

松島雄二・優子先生……
ご夫妻

参加させて頂けるだけで幸せですのに入賞まで出来て嬉しいです。よい天
気とよい仲間にかこまれてよいスコアがでて、優勝との事。大変うれしい。
私が栃眼医ゴルフの幹事をしていた頃は常に20名以上の先生が参加されて
いたのに最近は少なくなり淋しいです。学問以外の交流も大切と思います。

毛利泰彦（千寿製薬）… 緑が多く、気持ちの良い一日でしたがグリーンは大変難しかったです。

稲垣雅基（千寿製薬）… ご一緒頂きました皆様にご迷惑をお掛け致しました。少しでも精進できる
ように次回は頑張りたいと思います。

小針葉月（日本アルコン）… 初めて参加させて頂きました。石﨑先生のご指導のおかげで自己ベストを
出すことができました。これからも宜しくお願いします。

山田　徹（参天製薬）… 天気に恵まれ結果を抜きにして楽しいゴルフができました。

阪下直樹（参天製薬）… スコアは残念でしたが、天気に恵まれ楽しいゴルフでした。

ゴルフコンペ成績表
NAME IN OUT グロス HDCP NET NAME IN OUT グロス HDCP NET

1 松島　雄二 45 45 90 8 82 5 稲葉　全郎 53 50 103 6 97
2 松島　優子 55 53 108 26 82 6 高橋　佳二 60 49 109 10 99
3 石﨑　道治 46 46 92 7 85 7 中静　　隆 65 61 126 22 104
4 茨木　信博 51 48 99 13 86

第76回栃木県眼科医会親睦ゴルフコンペ　一言コメント

平成24年５月13日
太平洋アソシエイツ佐野ヒルクレストコース
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　平成24年４月より、４年間の任期を終えた阿久
津行永先生の後任として、国保審査委員に任命さ
れました。
　予定されていた事とはいえ、やはりこれからは
仕事の時間を削って審査に行かねばならないた
め、大丈夫だろうか、と若干の不安はあるのです
が、これまで健保担当理事として多くの方に審査
委員就任をお願いしてきたわけですし、ここで自
分がためらうわけにはいきません。
　審査委員というのは言ってみれば裁判員制度の
ようなものかと考えています。出来るだけ多くの
会員が順番に担当した方が公平ですし、全体の保
険制度への理解度も上がると思うので、私もこれ
から頑張ってやっていきたいと考えています。
　私が小西先生の後釜として、初めて全国健保担
当理事連絡会に出席したのは、アメリカで9.11テ
ロ事件が起こった直後ですから2001年の事で、結
構昔の事になりました。
　その当時は新宿の京王プラザホテルの上階で開
催されていたため、窓から周囲を見渡した時に、
国際貿易センタービルが崩壊したシーンが脳裏に
浮かんだ覚えがあります。
　ちょうどその年には、小泉政権が誕生し、いわ
ゆる「骨太の方針」により、医療費抑制も本格化
してきます。
　医療費総額の中で、眼科医の割り当ては構成人
数比により３％内外と決まっており、それも比較
的楽で簡単な仕事、という印象からなおざりにさ
れがちです。
　私は父が同じように審査委員をしていた時代も
知っていますが、その頃には医療の進歩に沿って
保険点数の新設や増点が望める状況がまだあった
と思います。
　今は総額が決まっているため、ある部分を増や
す場合、それにより圧迫される他の部分の事を常

に考えなければいけない、そういうバランスが要
求される時代だと思います。
　今年度の診療報酬改定も、そうした目で見ると、
よくわかると思います。
　実は先日、第一回の審査に行ってきました。宇
都宮の総合文化センター近くの合同ビルに国保連
合会の事務所があり、そこの９階にある大フロア
には、全審査委員に各一台ずつ、60台のパソコン
とデスクが並んでいます。
　そこでソフトを起動しパスワードを入れると、
その月の割り当てが表示されるようになっていま
す。紙を使わなくなって効率的にはなりましたが、
この巨大なシステムに組み込まれて働く個人は、
小さな1つの部品に過ぎない、という無力感にも
似た印象もありました。
　今後、出来るだけ公平な審査を目指してゆきた
いと思っていますが、私自身は審査委員の仕事と
して、会員の皆さんと交流の時間を持ち、必要な
情報を伝えてゆく事も重要な事だと考えていま
す。その中で、とかく煙たがられがちな審査委員
ですが、皆普通の臨床医であり、診療の中で悩み
ながら仕事をしている事も分かっていただければ
いいな、と思っています。

　　　国保審査委員就任挨拶

国保審査委員　吉　澤　　　徹（鹿沼市）

　平素より栃木県眼科医会会員の皆様には大変お
世話になり、厚く御礼申し上げます。また、日曜
祝日の一次救急外来につきましても、多大な御支
援いただいております。本当にありがとうござい
ます。
　平成24年５月現在、妹尾教授以下16名の常勤医、
６名の女性非常勤医で構成されており、派遣病院
には10名の常勤医がおります。常勤の派遣病院は
済生会宇都宮病院、宇都宮社会保険病院、西大宮
病院、国際医療福祉病院、那須南病院、函館の吉
田眼科病院です。非常勤での派遣は、栃木県を中
心に、群馬、茨城、埼玉、福島の15の病院に及ん
でおります。
　外来は６診ないし７診体制で行っております。
おかげ様で、皆様から多くの患者様をご紹介いた
だき大変混雑しております。本年度より視機能検
査技師も増員し、外来５名、病棟１名体制で行っ
ており、患者様をお待たせしないよう努力してお
りますが、近年の検査項目の増加により、患者様
には１時間から２時間、ひどい場合は３時間お待
たせしているのが現状です。
　医局員の減少に伴い、多少当院でも工夫してお
ります。家庭の事情等で、常勤では働けない女性
医師には、週１回外来を手伝ってもらっておりま
す。大学病院側も産休明けの医師に子育て支援策
として、特別勤務体制（週20時間勤務、当直免除
等）で対応しております。
　また、突然のことでしたが、当院にて長年勤務
されていた寺田理先生が、平成24年４月９日に41
歳という若さで他界されました。寺田先生におき
ましては、オキュラーサーフェイス関連の研究を
精力的に行っており、最近では滑車型マイボーム
腺鑷子（Inami社, 製品番号：M-2071）を開発され、
製品化されたりとご活躍されている矢先の出来事
でした。この場をお借りして、お悔やみ申し上げ
ます。
　臨床ですが、角膜では妹尾が中心となり、角膜

パーツ移植（DALK、DSAEK）や昨年よりフェ
ムトセカンドレーザーを導入しており、レーザー
ガイドでの角膜移植を積極的に行っております。
白内障では松島を中心に、最新の水晶体・眼内レ
ンズ研究に基づいた手術提供を行っております。
多焦点眼内レンズの高度先進医療の施設基準もク
リアしており、全国でも屈指の低価格設定（両眼
で約60～70万円）で対応しております。黄斑外来
では須田が中心となり、減ることのない抗VGEF
抗体の硝子体内注射の対応に悪戦苦闘しておりま
す。ぶどう膜では、インフリキシマブによるぶど
う膜炎のコントロールを内科と連携し治療する機
会が増えてまいりました。鈴木がひとつひとつ除
外診断をしながら徹底的に原因疾患を特定しよう
と、これまた奮闘しております。屈折矯正は私、
後藤が中心となり、フェムトセカンドレーザーに
よるフラップ作成＋WavefrontガイドのLASIKを
両眼30万円で行っております。外眼部では、昨年
より炭酸ガスレーザーが導入され、高橋による眼
瞼下垂等の手術にますます磨きがかかっておりま
す。また、我々中堅どころの医師も着実に力をつ
けており、日々ご紹介いただいております網膜剥
離等の緊急の患者様の手術は、ほぼ我々中堅医師
が対応しております。もちろん、重篤な症例につ
きましては上司と相談しておりますので、ご安心
ください。
　今年度は１名の新入局員を迎えることができま
した。学生時代にラグビー部で鍛えた大きな体と
ガッツが持ち味です。千葉が中心となり、厳しく
愛情をもって医局全体で教育していきたいと思っ
ておりますので、暖かく見守ってもらえれば幸い
でございます。
　これまで同様、ご紹介いただきました患者様、
しっかり対応させていただきます。今後とも獨協
医科大学眼科学教室をご支援賜りますよう、よろ
しくお願い申し上げます。

獨 協 医 大 の 近 況

獨協医大眼科　後　藤　憲　仁
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　平成23年７月より、宇都宮市鶴田町でクリニッ
クを開設させていただきました。既に半年以上が
経ち、ようやく日々の診療にも落ちついて対応が
できるようになってまいりました。
　開業しての一番の事柄は、地域医療を通じて患
者さんと直接関われることの魅力だと感じており
ます。とはいえ、大学で培った、高度医療をも実
践し、また、時間を作って研究活動、学会活動は
継続しようと欲張っております。
　診療内容は、眼科一般診療のみならず、白内障、

緑内障の手術、網膜剥離や糖尿病網膜症等に対す
る硝子体手術も対応しております。
　しかし、開業医としてはまだまだ新米であり、
右も左も解らないことばかりです。どうか眼科医
会の諸先生方にはこれまで以上にご指導いただけ
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

～新規Ａ会員・院長就任のご挨拶～
　このたび宇都宮市の原眼科病院、院長に就任い
たしました。
　私は平成元年に岩手医大を卒業後、これまでに
東大病院、大宮赤十字病院（現さいたま赤十字病
院）、自治医大附属病院等に勤務、平成17年４月
からは自治医大非常勤講師を務めさせていただき
ながら副院長として原眼科病院での診療に従事、
平成23年4月より現理事長の父・原 孜の院長退任
に伴い病院長を継承いたしました。
　当院では白内障、緑内障、糖尿病網膜症を中心

に、広く眼科全般にわたる治療を行っていますが、
日頃から栃木県眼科医会の会員の先生方より患者
さんをご紹介頂いたり、御高診をお願いしたり、
お世話になる機会が多く、大変感謝いたしており
ます。来年は、曾祖父の原圭三が大正２年に当院
創設してから百周年を迎えます。これまでに培わ
れた長所を活かすと同時に、望まれる改革には新
しい視点を持ち、地域の眼科医療施設として、近
隣の先生方と連携をとりながら、より良い眼科医
療に貢献していきたいと思っております。今後と
もよろしくお願い申し上げます。

新規開業のご挨拶

いばらき眼科クリニック　茨　木　信　博（宇都宮市）

原眼科病院　原　　　　　岳（宇都宮市）

　６年間勤務していた佐野厚生病院のすぐ近く
で、今年の4月に開業しました。私は東京出身で
すが、家族ぐるみの付き合いをしている友人が佐
野市に多くいますので、この地で開業することに
しました。開業するにあたって、開業地の選定を
はじめ、建物設計、建築、器械の購入を業者まか
せにしている私を、心から心配して値引き交渉ま
でしていただいた諸先生方にこの場を借りて御礼
を申し上げます。昨年は震災で開業計画が一時中
断し、タイの洪水で内装材料の納入が遅れ、開業
直前の３月は雨続きで駐車場のアスファルトが敷
けず、建物の引き渡しが大幅に遅れました。視力

検査や眼鏡合わせも十分にできない状態でスター
トしましたが、眼鏡学校の先生に指導していた
だき、スタッフは優秀な検査技師に成長しまし
た。スタッフに恵まれ、いつも笑いの絶えないク
リニックになり、患者さんからも元気で明るいク
リニックと評価していただいています。勤務医時
代と同様に今後も地域医療に貢献してまいります
ので、本当に未熟な私ですが、引き続きよろしく
お願いいたします。最後に、開業に反対していた
妻が良きパートナーになったことに感謝いたしま
す。

ありさわ眼科クリニック　有　澤　武　士（佐野市）
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　この度、栃木県眼科医会に入会させていただき
ました奥村良彦と申します。宜しくお願い申し上
げます。
　平成15年に日本大学を卒業し慶應義塾大学病院
で初期研修を行い、平成19年に慶應義塾大学医学
部眼科学教室に入局いたしました。大学で１年
８ヶ月勤務後、日野市立病院、国立埼玉病院と勤
務し、平成23年10月より足利赤十字病院に赴任し
てまいりました。はじめて扱う電子カルテと格闘
しながら今まで得てきた知識、技術を駆使し眼科
一般に広く診療を行わせていただいております。
　平成24年４月より３人体制から２人体制へと変
化し、あわただしい毎日ですが両毛地区を中心に
地域に貢献できる診療をめざし、日々精進してい
きたいと考えております。
　まだまだ勉強することが多く、栃木県眼科医会
の諸先生方にご相談させて頂くことも多く、また
ご迷惑もおかけしていると思いますが今後ともご
指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

奥　村　良　彦
（足利赤十字病院）

新入会員自己紹介

　この度、栃木眼科医会に入会させていただきま
した窪野裕久です。よろしくお願いします。
　平成17年に昭和大学を卒業し、慶應義塾大学病
院での初期研修を経て同病院眼科学教室に入局、
同時に国立病院機構東京医療センターで後期研修
を行いました。センター時代は手術の基礎、検査
の基礎を徹底的に学び、未熟児網膜症などの勉強
も都立大塚病院などで学ばせていただきました。
その後は足利赤十字病院へ異動し、現在は佐野厚
生総合病院に勤務しています。現在の病院ではカ
ルテの電子化や、抗VEGF治療の開始、OCTの導
入と新しいことに一つ一つ取り組んでいる最中で
す。足利赤十字病院時代より栃木県眼科医会主催
の勉強会にはできる限り参加していますが、先生
方の東京にも負けない盛んな討論にいつも頭が下
がるおもいで拝聴しています。まだまだ未熟では
ありますが先生方に負けぬよう日々研鑽を積んで
いきたいと思いますので、ご指導ご鞭撻よろしく
お願いします。

窪　野　裕　久
（佐野厚生総合病院）

　この度、栃木県眼科医会に入会させていただき
ました関本慎一郎です。
　平成11年に順天堂大学を卒業し、順天堂大学眼
科学教室に入局いたしました。順天堂在籍中はお
茶の水の本院をはじめ、北海道室蘭市立総合病院、
順天堂練馬病院、日本赤十字社医療センターに勤
務いたしました。研修医の時から手術が好きで、
主に網膜、硝子体手術を中心に勉強させて頂きま
した。
　平成23年６月より市貝町の実家に戻り、院長で
ある父とともに診療を行わせて頂いております。
医院、スタッフも新しくなり、白内障を中心とし
た日帰り手術も開始いたしました。少しずつ形に
なってきましたが改善すべき点も多く、定期的に
話し合いを重ねながら、より良いクリニックを目
指し、スタッフ一同努力しております。
　趣味はゴルフですが、こちらのほうは努力不足
のためなかなか上達しません。
　まだまだ勉強不足で、栃木県眼科医会の先生方
にもご迷惑をお掛けすることが多いと思います
が、少しでも地域医療に貢献できるよう精進して
いく所存ですので、ご指導、ご鞭撻よろしくお願
い申し上げます。

　2011年10月１日より、東京女子医大病院東医療
センターより自治医科大学病院に移動・勤務して
おります。専門分野はぶどう膜炎です。今後とも
よろしくお願いいたします。

関　本　慎一郎
（関本眼科医院）

吉　田　　　淳
（自治医科大学眼科）
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　いよいよと言うか、昨年、遂に80歳の大台を迎
えた。長い間、諸先生には色々とお世話になり感
謝しております。１つの区切りとして今年度で関
ブロ、栃眼医それぞれ顧問を退任したいと思う。
約40年前から栃眼医および関ブロの保険関係とい
う事で理事をしていた。
　想い出すと最初のころは、役員は現在の４分の
１位程しかおらず、稲葉眼科の３階の会議室で行
われていた。国保の審査委員を昭和48年２月１日
から57年12月31日まで約10年間１人で担当してい
た。
　午前中の診療を大急ぎで済ませ昼食代わりに餅
など頬張りながら、審査会場の県庁前の合同庁舎
４階へと急いだ。高速道路など未だ無かったので、
旧５０号を佐野から栃木市内、栃木街道を走って
行った。１時間以上かかることが多く、駐車場に
は困っていた。国保の審査委員は県知事の依頼で
来ているので、県庁内に止めていたが数回で見つ
かり県庁東側の県営駐車場に移動させられた。会
場に着くと私の席の前にはレセプトが山のように
積みあげられていた。前の席は
耳鼻科のＳ先生、左は済生会の
産婦人科の先生それぞれ１名ず
つ、右側には通路を挟んで歯科
の先生10数名おられた。歯科の
先生方は１枚１枚丁寧に審査さ
れていた。私はレセプトの横に
赤い付箋の付いているのを主に
見させて頂いた。
　そのため、わりと早く仕事を
片付けていた。左手の親指にゴ
ムサックをつけ、左手でレセプ
トをめくってゆくがすぐ汗だら
けになってしまう。後日談だが、
歯科の先生から柏瀬方式でやろ

うと云う話が出ていたことを聞いた。
　日眼医会長の選挙であるが、印象に残っている
事は日眼医の代議委員会は東京ステーションホテ
ルで毎回行われ、午前中で議事は大体終了。昼食
を食べて終わり。日本青年会館で行われた時、私
の大学の先輩と同級生とが立候補、両者互いに譲
らず選挙となったが全国の投票数110で開けてみ
たら55対55となった。或る代議委員が棄権を申し
出て決着したことがあった。
　関ブロの山梨市で行われた時には、家内と子供
４人連れて参加したら数寄屋風の大変立派な部屋
を用意して頂き恐縮した。土曜日朝からゴルフを
トップに出させて頂き終了後風呂も入らずお風呂
場でネクタイ背広に変身し、常連の古野先生と会
場に駆け付け保険請求の講演会に出席した。
　関ブロは先ず第一に会員同士よく知りあい親睦
を深め同時に情報交換を行う。
　御蔭様で日眼や臨眼総会に行っても可なりの友
人ができた。

傘　寿　を　迎　え　て

柏　瀬　宗　弘（足利市）

　2011年11月３日、文化の日。その日は、快晴で
はないが晴れ時々雲・微風のコンディション、正
に野球日和であった。
　栃木県四市医師会野球大会２回戦、宇都宮市医
師会－栃木市医師会戦、２回表、大久保選手は老
体にムチを打ち、その試合最初のバッターボック
スに向かった。一回裏の守備で、センター方向へ
貫けんとする鋭い打球を軽快にさばいて(実際は
何とかさばいて)気をよくしていた、正に意気揚々
であった。ネクスト・バッターズボックスで三度
ほど素振りを繰り返した。今まで培ってきた大根
割り打法だ。大根割り打法には理由があった。ボー
ルが芯より上に打たるとライナーになりやすく、
下に打たると鋭いゴロとなってヒットになる確率
が高いからだ。
　ゆっくりとバッターボックスに入り、入念に足
元の砂をならし、肩幅よりもやや広めに足を開き、
足の親指一つほどクローズド・スタンスをとっ
た。これは、腰が早く開くのを少しでも防ぐため
の工夫であった。バットのグリップを柔らかく握
り、体全体の力を抜き、背筋をたて膝を軽く曲げ
てやや前傾（ここまではゴルフのアドレスと同じ
要領だ）、体重の８割ほどを右足に乗せ左足の踵
を少し浮かせて構えた（ゴルフスウィングのトッ
プの形で構えると考えてよい）。
ピッチャー方向にほぼ90度首を向けて顎を引き締
め、鋭い眼光を放った。ピッチャーの瞳は意外に
も優しい輝きであった。「よし、打てる!!」と思った。
ピッチャー、第一球を投げました。内角高め直球
ボール。微動だにせず見送った。「体に近いボー
ルは絶対に逃げるな。軟球だから当たってもたい
したことはない。どうせなら上手く当たってデド
ボールにしろ！ !」と監督が常々ゲキを飛ばして
いたからだけではない。上手く逃げられなかった
のだ。

ピッチャー、第二球を投げました。ど真ん中のカー
ブだ。「いただき!!」と思う瞬間にバットを振り抜
いた。ボールはバットを僅かにかすめてバック
ネット方向へ飛んでいった。見事なファウルチッ
プだった。タイミングは合っていた。力み過ぎて
膝が伸び、上体が伸び上がった為に肩を水平に回
転できなかったからだ。
ピッチャー、第三球を投げました。「待ってまし
た!! 真ん中高めの絶好球だ。」ボールをしっかり
と両目で見極め、思い切りバットを振り切った。
インパクトの瞬間、バットの芯がボールを捕らえ
るのをはっきりと確認した。打球は鋭いゴロと
なってピッチャーの足元を抜け、セカンドキャン
バス方向へと飛んでいった。「やった!! ヒットだ」、
余裕のある足取りでファーストベースへ走り始め
た。（ところが--------! ？ ）ショートストップはあ
らかじめセカンドベースよりに守備を取っていた
のだろう。正に打球に追いつきそうなタイミング
でグラブを伸ばしているのだ。「まさか取れるま
い」と思った瞬間、ボールはグラブに弾かれてセ
カンドベース方向へ転がっていった。「まずい-----
-!!」、と思っていきなりトップスピードでファース
トベースへと走り始めた。その瞬間、左足のふく
らはぎに鋭く電気が走るような痛みを感じて足が
前に進まなくなった。　　
始めは「こむら返り」だと思ったのだが、痛みの
程度は尋常ではなく、足がもつれてその場に倒れ
こんでしまった。「これはアキレス腱断裂かもし
れない---!?」、「どうしよう----!!??」「しばらく診察
ができないかもしれない。オペはとても無理だろ
う-----!!」など色々な思いが頭の中を駆け巡った。

「おい、大丈夫か!?」、「どうした、何処が痛む!?」、
両軍のベンチから選手達が集まって暖かい声をか
けてくれた。「さすがに医師会野球チームだ!! こ
んな時は本当に頼りになる」と思った。「アキレ

おおくぼ眼科　大久保　　　彰

たかが野球、されど野球、やっぱり野球
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ス腱断裂かもしれない」と伝えると、整形外科専
門の選手が３人で状態を診てくれた。診断は、「ア
キレス腱断裂じゃないよ、単なる肉離れだ」とい
うことだった。「なんだ肉離れか---!!　たいした事
ないよ---」、選手達は皆ベンチに引き上げて「急
に冷たい雰囲気になった」と感じた。
ベンチで、脹れたふくらはぎをアイシングしなが
ら、「単なる肉離れ、たいした事ないよ!!」、と皆
は言うけど、「それはないでしょう、本当に痛い
んだから----」、「でも、これでやっと野球を止めら
れるかもしれない!?」とか、「家に帰ったら、い
いトシして野球はもう止めたらと言っていた妻に
何と話したらよいか？」とか、「外来診察は何と
かできるだろうが、手術ができるだろうか?」とか、
色々と考えている内に試合は終わっていた。宇都
宮医師会チームの負けであった。
試合が終わったので直ぐに家に帰りたかったのだ
が、宇都宮から足利までバスに乗って皆で遠征に
来たので、自分だけ帰る訳にも行かず、足利ファー
ムでの懇親会にも出席した。足が痛くて酒を飲む
気になれず、ツマミも美味しいはずはなく、周り
は酒を飲んで盛り上がっているので何とも辛い時
間だった。帰りのバスの中では、さらに酒を飲ん
で盛り上がっている選手仲間達からは、「肉離れ!!
　僕もやったよ、直ぐに治る、来年もＯＫだ」とか、

「これで現役引退だなんて言うなよ」などキツイ
励ましを受けたが答える気力さえなかった。誰も
が、「チームの中で、一人でも現役を引退する選
手が出ると大変なことになる」と知っているので、

（無理を承知で？）叱咤激励するのだ。
宇都宮市医師会野球部は創部以来55年の伝統ある

野球チームだ。確かに５年ほど前までは結構強い
チームだった。選手達も皆、今よりはまだ若く、
動きも俊敏だった。年齢とともにまず衰えるの
は、肩の強さだ。大久保選手も若い頃は肩も強く、
ピッチャーを任された試合もあった。しかし、ト
シを重ねるごとに肩が弱くなり、最近はショート
ストップやサードベイスマンではファーストまで
ノーバウンドではボールが届かなくなってきた。
仕方なくワンバウンドで投げるのだが、それさえ
もきつくなってきた（野球経験があればお解かり
と思いますが野球の塁間距離は結構長いのです）。
それでも選手の中では若いほうで、還暦過ぎの現
役プレイヤーが４人いて、70歳を過ぎた選手（自
称スーパーサブ）もいる。選手年齢の高齢化は否
めませんが、皆、熱い思いで野球に打ち込んでい
ます。たかが野球、されど野球、やっぱり野球です。
若手選手は何時でも募集中だが、最近は野球をや
る先生が極端に少なく困っています。少しでも野
球に興味がある先生はぜひ入部してください。
さて、足の肉離れに話を戻しますが、一週間ほど
アイシングを継続すると何とか歩くのに不自由は
なくなりました。診察や手術も何とかこなすこと
ができました。一ヶ月を過ぎる頃には、ゆっくり
なら走ることさえ可能となりました。　　
それで、今年も（仕方なく？）現役プレイヤーを
継続しています。次の日曜日は、魚屋さんチーム
との練習試合です。「監督、今度の試合は誰がピッ
チャーやるんです？」、「ん----、誰もいなけりゃ、
こっちはピッチングマシンでいくか」この会話、
何とも冗談ではなくなりそうなのが怖い話です。

平成23年度
栃木県アイバンク募金　協力医療機関への御礼

　栃木県眼科医会会員の皆様におかれましては、平素アイバンク募金へのご協力を賜り誠にありがとう
ございます。
　本年度より募金の回収が変更になり、各医療機関の皆様にはお手数をおかけしまして誠に申し訳あり
ません。それにもかかわらず、平成23年度も30の医療機関のご協力を得て、合計451,028円の募金を頂き
ました。
　次年度からも回収は春の集談会時に直接アイバンクの方に手渡すという形になるかと思います。お手
数おかけしますが今後とも募金活動のご協力をお願い申し上げます。

協力医療機関一覧は以下のとおりです（順不同・敬称略）

募金協力医療機関（順不同・敬称略）

旭眼科内科クリニック・江曽島眼科医院・金子眼科・田口眼科医院・のうか眼科・浜田眼
科医院・早津眼科医院・福島眼科医院・宮下眼科医院・吉澤眼科医院・つつみ眼科クリニッ
ク・石崎眼科・しろやま眼科・獨協医大　眼科学教室・自治医大　眼科学講座・さいとう
眼科医院・加藤眼科医院・城南眼科クリニック・斎藤眼科医院・鈴木眼科医院・原眼科医
院・伊野田眼科クリニック・大原クリニック・宮沢眼科クリニック・みどり眼科クリニッ
ク・井岡眼科医院・柏瀬眼科・中静眼科医院・深井眼科医院・国際医療福祉大学塩谷病院

ご協力ありがとうございました

公衆衛生担当理事　堤　　　雅　弘（鹿沼市）
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１．栃木県眼科医会親睦ゴルフコンペの開催報告記事の文面の体裁を一部変更し、装いを
新たに参加者全員の「一言コメント」を載せるようにいたしました。（第76回栃眼医
ゴルフコンペから）

医療安全対策担当理事　石崎道治

２．平成23年度より、眼科コメディカル講習会終了時に行われていた試験が廃止され、講
習会修了証を授与することとなりました。

医療安全対策担当理事　斉藤哲也

お　し　ら　せ

140mmX30mm

（2011年5月作成）

健保適用

※効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等は添付文書をご参照ください。

【資料請求先】　株式会社日本点眼薬研究所　営業本部学術部学術課　名古屋市南区桜本町40番地の2　〒457－0038
製造販売元　

防腐剤無添加　緑内障・高眼圧症治療剤

PF
ラタノプロスト点眼液

0.005
緑内障・高眼圧症治療剤

ラタノプロスト点眼液
0.005

平成23年
４月２日㈯・３日㈰

◦平成23年度第１回日眼医定例代議員会、定例
総会（東京プリンスホテル） 原（裕）出席

４月10日㈰
◦平成23年度栃木県眼科医会総会
◦第61回　栃木県眼科集談会（自治医大）
　一般演題：７題
　特別講演：
　　｢ドライアイの新しい考え方と治療の実際｣
　　横井則彦先生（京都府立医大眼科准教授）
◦健保研究会 95名出席

４月28日㈭
◦平成23年度第１回県医師会学校保健部会理事

会（県医師会館） 苗加出席

５月18日㈬
◦平成23年度第１回栃眼医理事会（宇都宮市医

師会館）
 原（裕）、旭、吉沢（徹）、大久保（彰）、大野、

城山、苗加、福島、上田、井岡、高橋（雄）、
斉藤（哲）、堤、石﨑、安藤、早津（宏）、蘇、
小幡、松島（博）、宮下、柏瀬、斉藤（武）

  22名出席

５月22日㈰
◦第74回栃眼医親睦ゴルフコンペ
　（宇都宮カンツリークラブ） 11名参加
　優勝：柏瀬（宗）、準優勝：松島（裕）

５月27日㈮
◦第16回栃木県眼科手術談話会
　（宇都宮市医師会館）
　一般演題：７題
　特別講演：
　　｢各種眼内レンズ・インジェクターの扱い方」
　　松島博之先生（獨協医大眼科　准教授）
  53名出席

５月29日㈰
◦日眼医全国審査委員連絡協議会
 （東京プリンホテル） 旭出席

6月24日（金）
◦第45回栃眼医研究会（わかもと製薬と共催、

宇都宮グランドホテル）
 １）｢ロービジョンケアは眼科医療から｣
　　　髙橋　広先生　
　　　（北九州市立総合医療センター　眼科部長）
 ２）「網膜血管疾患の治療と問題について」
　　　坂本　泰二　先生（鹿児島大学　眼科教授）
  67名出席

６月25日㈯・26日㈰
◦平成23年度第２回日眼医定例代議員会、定例

総会（東京プリンスホテル） 原（裕）出席

７月３日㈰
◦県医師会第２回学校保健部会理事会、学校医

研修会（宇都宮市護国会館） 苗加出席

７月17日㈰
◦平成23年度第１回関ブロ支部長会議
 （軽井沢町　軽井沢プリンスホテル）
  原（裕）出席
◦平成23年度第１回関ブロ連絡協議会
 （軽井沢町　軽井沢プリンスホテル）
  原（裕）、柏瀬、宮下出席
◦関ブロ男女共同参画委員会
 （軽井沢町　軽井沢プリンスホテル）
  吉澤（徹）、安藤出席
◦関ブロ健康保険委員会
 （軽井沢町　軽井沢プリンスホテル）
  千5出席
◦関ブロ勤務医委員会
 （軽井沢町　軽井沢プリンスホテル）
  上田出席

７月20日㈬
◦第２回栃眼医理事会（宇都宮市医師会館）

（平成23年４月～
平成24年３月）会 務 日 誌
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 原（裕）、旭、吉沢（徹）、大久保（彰）、大野、
城山、苗加、福島、上田、井岡、高橋（雄）、
斉藤（哲）、堤、安藤、早津（宏）、蘇、小幡、
大沼、宮下、妹尾 20名出席

７月22日㈮
◦第34回獨協医大眼科栃眼医合同講演会（獨協

医大）
 １）「小眼球症の診断と管理」
　　　仁科幸子先生
　　　（国立成育医療センター眼科）
 ２）「外眼筋のための画像診断」
　　　西田保裕先生
　　　（滋賀医科大学眼科　病院教授）
  71名出席

７月31日㈰
◦日眼医全国眼科学校医連絡協議会
 （東京グランドホテル） 苗加出席

８月２日㈫
◦「目の愛護デー」打合せ会宇都宮市健康セン

ター（ララスクエアビル９階） 福島、堤出席

８月23日㈫
◦平成23年度第１回栃木県社保国保審査委員会

連絡会（宇都宮市医師会館）
 旭、千葉、鈴木（隆）、阿久津、吉沢（徹）、

城山、井岡出席

９月４日㈰
◦平成23年度日眼医全国支部長会議
 （東京プリンスホテル） 原（裕）出席

９月18日㈰
◦日本網膜色素変性症協会JRPS栃木支部医学

講話 原（正）出席

９月27日㈫
◦第３回栃眼医理事会（宇都宮市医師会館）
 原（裕）会長、旭、吉沢（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、石﨑、早津（宏）、
松島（博）、宮下、川島 18名出席

10月２日㈰
◦「目の愛護デー記念行事」
 （宇都宮市健康センター（ララスクエアビル

９階））
 目の健康講座：｢高齢者に見られる眼疾患｣
 　鈴木重成（獨協医大眼科　講師）
 眼科無料相談会・無料眼圧測定　
 相談員：青木真祐、清水由花、堀秀行、宮澤

敦子、他栃眼医担当理事

10月16日㈰
◦第75回栃眼医親睦ゴルフコンペ
　（唐沢カントリー倶楽部） 10名参加
　優勝：高橋（佳）、準優勝：松島（雄）

10月21日㈮
◦第62回栃木県眼科集談会（宇都宮市医師会館）
 一般講演：６題
　特別講演：
　　「前眼部疾患に対する手術療法の進歩」
　　後藤憲仁先生　（獨協医科大学眼科）
◦健保研究会 90名出席

10月28日㈮
◦第１回　栃木ぶどう膜カンファレンス

１）「ベーチェット病による難治性網膜ぶど
う膜炎に対するインフリキシマブ（レミ
ケードⓇ）投与の現状

　　―獨協医科大学病院における自験例から
―」

　　鈴木重成（獨協医科大学眼科学教室　講師）
２）「インフリキシマブ（レミケードⓇ）がも

たらしたベーチェット病ぶどう膜炎治療の
パラダイムシフト」

 　川島秀俊（自治医科大学眼科学講座　主任
教授）

10月28日㈮
◦平成23年度第１回県医師会学校保健部会理事

会（県医師会館） 苗加出席

10月30日㈰
◦日眼医全国保険担当理事連絡会
 （東京グランドホテル） 井岡出席

11月１日㈭
◦平成23年度第２回栃木県社保国保審査委員連

絡会（宇都宮市医師会館）
 旭、千葉、宮澤、鈴木、阿久津、城山、井岡

出席

11月10日㈭
◦第５回　栃木県内科眼科関連疾患懇話会
 テーマ：糖尿病　アップデイト 
　１）｢最近の糖尿病診断の動向｣
　　　清水弘行先生　
　　　（桐生大学医療保健学部栄養学科教授）
　２）「糖尿病アップデイト」
　　　妹尾　正先生
　　　（獨協医科大学眼科学教室　教授）

11月16日㈬
◦第４回栃眼医理事会（宇都宮市医師会館）
 原（裕）、旭、吉沢（徹）、大久保（彰）、大野、

城山、苗加、福島、上田、井岡、高橋（雄）、
斉藤（哲）、堤、石﨑、安藤、早津（宏）、蘇、
小幡、大沼、宮下、柏瀬、斉藤（武）

  22名出席

11月20日㈰
◦日眼医全国勤務医連絡協議会（東京プリンス

ホテル） 上田出席

11月21日㈪
◦平成23年度第２回栃木県社保国保審査委員会

連絡会（宇都宮市医師会館）
 旭、千葉、鈴木（隆）、阿久津、吉沢（徹）、

城山井岡出席

12月２日㈮
◦栃眼医忘年会（ホテルニューイタヤ）

  28名出席

12月４日㈰
◦栃木県コンタクトレンズ販売管理者継続研修

会（とちぎ健康の森）
　１）「薬事法その他の法令に関するもの」
　　　長南菜津子　先生
　　　（栃木県保健福祉部　薬務課薬事審査担当）
　２）「コンタクトレンズ装用者の実態と眼障害」
　　　植田喜一　先生

（ウエダ眼科・山口大学大学院医学系研
究科眼科学）

  86名出席

平成24年
１月18日㈬

◦第５回栃眼医理事会（宇都宮市医師会館）
 原（裕）、旭、吉沢（徹）、大久保（彰）、大野、

城山、苗加、福島、上田、井岡、高橋（雄）、
斉藤（哲）、堤、石﨑、安藤、早津（宏）、小
幡、大沼、宮下、柏瀬 20名出席

１月20日㈮
◦第46回栃眼医研究会
　（参天製薬と共催、宇都宮グランドホテル）
　１）「角膜移植アップデイト」
　　　妹尾　正先生
　　　（獨協医科大学眼科学教室　教授）
　２）「オキュラーサーフェイス診療アップデイト」
　　　天野史郎先生

（東京大学大学院医学系研究外科学専攻
感覚運動機能医学講座眼科学教授）

１月22日㈰
◦第30回日眼医眼科コメディカル講習会（帝京大）

１月22日㈰
◦日眼医代議員会総務経理合同常任委員会
　（東京プリンスドホテル） 原（裕）出席

２月１日㈮
◦第19回栃木眼科セミナーの件（自治医大、興
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和創薬共催、当会後援、ホテル東日本宇都宮）
１）「東京女子医科大学東医療センターにて

経験したぶどう膜炎症例」
　　　吉田　淳　先生　
　　　（自治医科大学眼科学講座　講師）

２）「加齢黄斑変性：
 　　　病態の理解と診療の注意点」

　　　柳　靖雄　先生
（東京大学大学院医学系研究科　眼科学
　講師）

２月５日㈰
◦関ブロ会報編集委員会（横浜プリンスホテル）
  大野出席

３月４日㈰
◦平成23年度第２回関ブロ支部長会議、関ブロ

連絡協議会（ホテルキャメロットジャパン横
浜）

 柏瀬（宗）、宮下、原（裕）、吉沢（徹）出席

３月16日㈮
◦第21回下野眼科談話会
 （獨協医大、ＭＳＤ製薬共催、当会後援、小

山グランドホテル）
 一般講演：４題
 特別講演：
 　「再発性角膜上皮びらんの発見と対処法」
 　加治優一　先生
 　（筑波大学　医学医療系　眼科　准教授）
  54名出席

３月26日㈪
◦第６回栃眼医理事会（宇都宮市医師会館）
 原（裕）会長、旭、吉沢（徹）副会長、大久

保（彰）、大野、城山、苗加、上田、井岡、
高橋（雄）、斉藤（哲）、堤、石﨑、早津（宏）、
蘇、松島（博）理事、宮下監事、柏瀬、妹尾

  19名出席

入会：
　Ｃ 窪　野　裕　久（足利赤十字病院）

転入：
　Ｂ 関　本　慎一郎（関本眼科） 東京都より
　Ｂ 川　島　秀　俊（自治医大） 埼玉県より
　Ｂ 吉　田　　　淳（自治医大） 東京都より
　Ｂ 奥　村　良　彦（足利赤十字病院） 東京都より

転出：
　Ｂ 野　堀　秀　穂（獨協医大） 茨城県へ
　Ｂ 小　出　義　博（獨協医大） 愛知県へ
　Ｂ 福　井　正　樹（足利赤十字病院） 東京都へ
　Ｂ 堤　　　瑛　理（国際医療福祉大学眼科） 東京都へ
　Ｂ 佐々木　　　誠 神奈川県へ

退会：
 準Ａ 嶋　田　孝　吉（小山市　間々田眼科医院）
　Ａ 斉　藤　春　和（小山市　小山眼科）

異動：
①勤務先変更

　Ｂ 堀　　　秀　行（日光市　阿久津病院） 独立行政法人国立病院機構栃木病院より
　Ｂ 佐々木　　　誠 自治医大より
　Ｂ 和泉田　真　作（宇都宮済生会病院眼科） 獨協医大より

②会員種別の変更
Ｂ→Ａ 原　　　　　岳（宇都宮市　原眼科病院）
Ａ→Ｂ 原　　　　　孜（宇都宮市　原眼科病院）
Ｂ→Ａ 茨　木　信　博（宇都宮市に「いばらき眼科クリニック」を新規開業）
Ｃ→Ｂ 大河原　百合子（自治医大）
Ｃ→Ｂ 斉　藤　文　信（獨協医大）
Ｃ→Ｂ 中　村　恭　子（獨協医大）
Ｃ→Ｂ 福　井　正　樹（足利赤十字病院）
Ｃ→Ｂ 宮　下　博　行（獨協医大）

③勤務先住所変更
　Ｂ 福　井　正　樹（足利赤十字病院　〒326-0843　足利市五十部284-1）
　Ｂ 窪　野　裕　久（　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　）

④勤務先名称変更
　Ａ 菊　池　武　邦（矢板市　国際医療福祉大学塩谷病院）

⑤自宅住所変更
　Ａ 原　　　　　岳（宇都宮市　原眼科病院）
　Ｂ 茨　木　信　博（宇都宮市　いばらき眼科クリニック）
　Ｂ 澤　野　宗　顕（獨協医大）
　Ｃ 窪　野　裕　久（足利赤十字病院）
　Ｂ 竹　澤　美貴子（那須塩原市　伊野田眼科クリニック）
　Ｂ 山　下　由佳子（獨協医大）
　Ｂ 鈴　木　重　成（獨協医大）

（平成23年４月～平成24年３月）会 員 消 息
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自治医科大学眼科外来診察担当者

獨協医科大学眼科外来診察担当者

（Ｈ23年７月現在）

月 火 水 木 金 土

午　　前

川　島
大河原
田　中
新　井
斎　藤

牧　野
高　橋
佐藤（彩）
大久保

小　幡
吉　田
大久保
田　中

佐　藤
佐藤（彩）
大河原
大久保
新　井
斎　藤

吉　田
高　橋
田　中
新　井
斎　藤

ぶどう膜外来
川　島

網膜硝子体外来
佐　藤
青　木
大河原

午　　後

緑内障外来
原
国松

ロービジョン外来
国松

角膜外来
小　幡
堀

弱視斜視外来
牧　野

黄斑外来
高　橋
竹　澤
佐藤（彩）
大久保

弱視斜視外来
牧　野

（Ｈ23年７月現在）

月 火 水 木 金 土

午　　前

妹　尾
松　島
須　田
高　山
後　藤
石　丸
荒　川

千　葉
高　橋
鈴　木
高　山
宮　下
渡　邉

松　島
須　田
鈴　木
大　沼
後　藤
青　瀬

千　葉
大　沼
石　丸
山　下
竹　村
中　村

妹　尾
高　橋
八　木
田　中
斎藤（文）
坂　東
吉　澤

輪番制

午　　後

屈折矯正外来
千　葉
後　藤
坂　東

ぶどう膜外来
鈴　木
高　山
田　中
渡　邉
吉　澤

黄斑外来
須　田
大　沼
中　村

周産期センター
〈NICU〉

青　瀬
宮　下

斎藤（文）
吉　澤

〈外来〉
後　藤
山　下
渡　邉
坂　東

角膜外来
千　葉
大　沼
石　丸
中　村
石　井
坂　東

斜視・弱視
早　津
宮　下
吉　澤

白内障外来
松　島
永　田
後　藤
青　瀬

斎藤（文）

平成23年度　眼科コメディカル講習会修了証授与者（16名）
大　森　綾　華（いのき眼科クリニック）
浜　中　みつほ（いのき眼科クリニック）
福　田　陽　香（斎藤眼科医院）
井　上　沙　織（柏瀬眼科）
宇賀神　　　唯（つつみ眼科クリニック）
堤　　　まりこ（つつみ眼科クリニック）
目　黒　宏　人（早津眼科医院）
新　村　友　子（石﨑眼科）

佐　藤　治　子（斎藤眼科医院）
久保木　深　雪（斎藤クリニック）
押　目　美恵子（斎藤クリニック）
鈴　木　康　子（伊野田眼科クリニック）
平　山　美和子（伊野田眼科クリニック）
八木沢　美　幸（伊野田眼科クリニック）
鈴　木　由美子（伊野田眼科クリニック）
伊　能　真樹子（伊野田眼科クリニック）

　表紙の言葉
　平成23年９月の台風12号の影響で、奥日光、小田代ヶ原では４年ぶりに幻の湖、「小田代湖」が出現
しました。激しい大雨によって湿地に水がたまり、できあがった湖です。そしてここにはその姿が優雅
なことで知られる「貴婦人」と呼ばれる（白樺）シラカンバの木がひっそりとたたずんでいます。
小田代ヶ原：国道120号線戦場ヶ原、赤沼車庫より低公害バス（季節運行）にて　約12分

大野　研一（佐野市）

～ 平成23年度　眼科コメディカル講習会 ～
　平成23年度は、受講者17名中16名が３/５以上出席し、修了証を受けとることとなりました。おめで
とうございます。
　なお、統一試験は廃止されることになりました。

医療安全対策理事　斉藤　哲也
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〈名称および事務所〉

第１条 本会は栃木県眼科医会と称し、公益社団法人日本眼科医会の支部を兼ねる。

　　２ 本会は事務所を会長の指定するところに置く。

〈構成〉

第２条 本会は栃木県内で眼科を標榜する医師にして、入会を希望し、且つ理事会の承認を得た

者を以て構成する。

〈目的〉

第３条 本会は医道の昴揚、医学向上、地域医療の充実に寄与し、併せて会員相互の親睦及び福

祉の増進を図ることを目的とし、その目標達成のため、各種の事業を行う。

〈会員〉

第４条 本会に入会しようとうる者は、別に定める入会の手続きをとらなければならない。

第５条 本会会員は別に定める会費及び負担金を納めなければならない。

第６条 会員が正当な業務上の権利を侵害され、又は名誉を毀損されたと認めるときは、これを

本会に申告し、理事会の調停又は裁定を求めることができる。

第７条 会員が本会会員としての義務を著しく怠り、又は本会の名誉を傷つけ、若しくは目的に

反する行為をしたときは、理事会の決議を経て、戒告または除名されることがある。

〈役員〉

第８条 本会に次の役員を置く。

 ⑴会長　１名　　⑵副会長　２名　　⑶理事　若干名　　⑷監事　２名

　　２ 会長及び副会長は理事とする。

第９条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

　　２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。

　　３ 理事は会長の旨を受けて会務する。

　　４ 監事は会務を監査する。

第10条 各員の任期は２年とする。正し重任を妨げない。

　　２ 任期が満了しても後任者が職務を行うまでは、その職務を行わなければならない。

第11条 会長は総会において出席者が選び、副会長、理事、監事は会長が此等を指名、推薦又は

委託する。

第12条 公益社団法人日本眼科医会代議員及び予備代議員は選挙により決定する。

第13条 本会に名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。

　　２ 名誉会長及び顧問は理事会の議を経て会長が委嘱し、任期は会長の任期とする。

第14条 会長は必要と認めるときは委員会を設けることができる。

栃木県眼科医会会則
〈会議〉

第15条 会議は定例総会、臨時総会、理事会及び委員会とする。

第16条 定例総会は毎年１回会長此を召集する。臨時総会、理事会及び委員会は必要に応じて会

長此を召集する。

第17条 総会は、会員の過半数が出席しなければ成立しない。但し委任状を提出したものは出席

とみなす。

第18条 総会の議決は出席会員の過半数の同意を要する。

第19条 次の事項は総会の承認又は議決を経なければならない。但し臨時急施を要する場合はこ

の限りではない。

 ⑴収支決算及び予算

 ⑵事業報告及び事業計画

 ⑶会費の賦課、徴収方法

 ⑷会則の改正

 ⑸その他総会の決議を要すると理事会が認めた事項

〈会計〉

第20条 本会の経費は、入会金、会費、負担金、寄付金及びその他収入を以てあてる。

第21条 本会の会計年度は毎年４月１日にはじまり、翌年３月に終わる。

〈雑則〉

第22条 会務執行上必要ある事項は別に施行細則を設けることができる。

付則 本会則は平成２年４月16日より施行する。

 本会則は平成24年４月15日一部改訂。
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○ご投稿のお願い
　会報編集委員会では。会員の先生方の原稿を
募集しております。随筆・旅行記・ご意見・趣
味の話など楽しい原稿をお待ちしております。
原稿に写真を添えることも可能です。カラー写
真で寄稿されてもモノクロ印刷になることがあ
ります。あらかじめご了承ください。

○原稿送り先
〒327−0004 佐野市赤坂町948−1
 大野眼科クリニック内
 栃木県眼科医会報編集委員会
 TEL　0283−23−0381
 FAX　0283−21−1318
 Eメール　publicity-tochigi@swan.ocn.ne.jp

　パソコンをお使いの方は、データでのご投稿
を歓迎します。

○原稿〆切
常時受け付けております。
但し、第46号の〆切は５月末日です。

○編　集　後　記
　東日本大震災から早１年が過ぎていきました。
未だ震災の後遺症が冷めやらぬ状態で、また福島
第１原発からの放射能も放出量は減ったものの相
変わらず漏れ続けています。
　あまり明るい話題がないなか、５月21日の金環
日食では本県は快晴にも恵まれ、また早朝の時間
帯も重なって、仕事前に世紀の天体ショーをみら
れた会員の先生方も多かったのではないでしょう
か。しかし日本眼科学会や眼科医会の注意喚起、
そしてマスコミの影響も手伝ってか、太陽を見て
しまって心配と翌日８名ほどの患者さんが来院し
たのには驚きました（幸い全員異常ありませんで
したが）。
　さて県内眼科の動向をみると自治医大の茨木信
博先生が教授を退任され川島秀俊先生が新しく教
授に就任されました。各先生方のますますのご発
展をお祈り申し上げます。
　今回、本県眼科医会に長年に渡り携わり、ご尽力
いただきました柏瀬先生が顧問の座を勇退するこ
ととなり、ご挨拶の言葉をお寄せいただきました。
　お忙しい中、各種委員会報告、学術欄に原稿を
お寄せ下さった会員の皆様のおかげを持ちまして
第45号栃木県眼科医会報が出来ましたことを厚く
御礼申し上げます。　　　　　　　　（大野研一）

編　集　委　員

大　野　研　一

小　幡　博　人

大　沼　　　修
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