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栃木県眼科医会理事会だより(平成29年度第2回) 

 

日 時：平成29年7月19日（水） 午後7時から 

場 所：宇都宮市医師会館 

出席：原(裕)会長、旭、吉澤(徹)副会長、城山、大久保（彰）、大野、蘇、福島、斉藤(哲)、高橋(雄)、苗加、早

津(宏)、大柳、井岡、細川、堤、上田、牧野、青瀬理事、宮下監事    計20名 

欠席：石﨑、井上(裕)、永田(万)理事、鈴木(隆)監事、柏瀬(宗)、川島、妹尾顧問   計 7名 

 

《会長挨拶》 

皆様お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。先週日曜日、アイバンク事業 40周年記念行

事がありました。本会からは 10 年間で 300 万円の寄付が集まったとのことで感謝状を頂いてまいりました。

栃木県眼科医会誌 第50号が出ました、内容の訂正がございますのでご協議をお願いいたします。 

                            

《総 務》 

報告：１．日本眼科医会 総務経理合同委員会出席報告(5月14日(日） 日本眼科医会事務所） 

吉澤代議員出席 （代議員会総務担当） 

日眼医28年度の報告・決算等及び29年度の事業計画・予算について 

眼科研修のモデル事業について 

     ＣＬについての厚労省局長通達が7月に出た 眼科医が関わるものとはっきりと表現 

     Ｈ30年度の診療報酬改定について  

     多焦点ＩＯＬあと2年は先進医療に据え置き  

      

２．平成29年度第１回関ブロ支部長会議出席報告（5月27日(土) 甲府常磐ホテル) 

原(裕)会長、出席 

各県からの提出議題について 神奈川県：ＣＬの件 千葉県：最近進出している医療法人の件 

新潟県：Ｈ30 関ブロ開催の件  

 

３．平成29年度第１回関ブロ支部長会議、連絡協議会出席報告（5月27日(土) 甲府常磐ホテル) 

原(裕)会長、吉澤(徹)副会長、宮下関ブロ顧問出席 

      代表質問をまとめて提出  

      平成30年関ブロ 5月19日(土)-20日(日) 新潟グランドホテル         
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４．平成29年度第１回関ブロ支部長会議、男女共同参画委員会出席報告（5月27日(土) 甲府常磐ホ

テル)   細川美奈子理事、大柳静香理事出席 

 

５．平成29年度第1回日眼医定例代議員会、定例総会出席報告(6月24日(土)・25(日)ザ・キャピタル東急)

原(裕）代議員、吉澤(徹)代議員出席 

開催は年1回 ガイドブックを作成  

ブロック訪問の活性化・講演会 

専門医制度について 日眼会員は必要だが、日眼医の入会条件はなくなった 

眼の成人病検診の有用性 仙台市５軒 世田谷区７軒 松江市４軒 で検証 

 

６．日眼医より送付の「第13回男女共同参画フォーラム案内」の件 

  ７月22日(土) 名古屋東急ホテル  

  

７．日本眼科医科有床診療所委員会（7月2日(日) 日本眼科医会事務所） 

吉澤代議員出席  

新規開設の条件緩和について（救急患者の受け入れ義務は撤廃の方向で） 

日本の眼科７月号に記事が出ます 

  

８．理事交代の件 

  獨協医大眼科 後藤憲仁先生 辞任  

         青瀬雅資先生 就任 就任の挨拶 

 

９．日眼医より連絡の眼科専門医の件について 

日眼医入会は必須条件でなくなった。 

 

１０「獨協医科大学眼科 土曜外来の運営についてのお願い」の件 

   救急診療上必要な症例以外は、土曜日の初診を避けていただきたい。 

 

１１．会員の変更  

 自宅住所変更 2名 

 氏名変更  B 新井郁代 （獨協医大眼科） 

 勤務先変更 B 富永経一郎（自治医大救急医学） 
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転出    B 茅野万里 （下野市 おちあい眼科） 千葉県へ 

 

協議：１．平成29年度都道府県眼科医会連絡会議の件（11月12日(日) 東京コンファレンスセンター品川） 

     原会長出席予定  

 

２．目の健康講座の件（10月22日(日) ホテルニューイタヤ） 

  講演 1「知らないと怖いコンタクトレンズの話」  

宇津見義一（宇津見眼科医院院長 日本コンタクトレンズ学会理事） 

講演 2「点眼薬(目薬)が生まれるまでと正しい点眼」 

    河嶋洋一（京都ひとみケアリサーチ 代表） 

講演 3「緑内障ってどんな病気～ちゃんと点眼できてますか～」 

      溝上 志朗（愛媛大学大学院医学系研究科 視機能再生学講座准教授） 

広告 

新聞広告２回  

栃木放送２回  

東武駅のポスター３週間  宇都宮 新鹿沼 栃木 下今市  

東武電車中釣り ２週間  

ＴＶ・レディオベリー は止める  

ＨＰに記載 

 

※発送する手紙について 

    ・「御講演依頼」              （発送済） 

・「旅券手配について」            

・返信用紙（旅券手配について）       

    ・「振込依頼書ご提出のお願い」       （7月発送予定） 

 ・目の健康講座資料              

・会場（ホテルニューイタヤ）パンフレット・地図  

     ・「振込依頼書」              （当日手渡しの予定） 

     ・返信用封筒（城山理事宛て）         
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３．今後の出張費の支払いについて 

   日眼医・関ブロ学会等、会側から出張費が出ていることもある 

   今後、栃眼医からの出張費支給についての取り扱いを、会則の変更も含めて検討する 

   今年度内に素案をまとめる。 

   

４．今年度の託児室の設置について  

   設置を継続する方向で準備、出欠の回答欄に託児所の希望も入れる。 

   お子様のいらっしゃるＤｒに積極的な利用を勧める。 

 

５．入会希望者について（転入、開業を含む） 

入会 ： C 福与 波音 （自治医大眼科） 

 C 千葉 矩史 （獨協医大眼科） 

   C 椋木 かれら（獨協医大眼科） 

※石川 功 先生（さくらみらい眼科）７月開院で転入希望だが、手続きが間に合わな

いので、次回理事会までに提出する旨連絡があった。 

  転入 ： Ｂ 伊東 健 （済生会宇都宮病院） 福岡より 

 

《経 理》  

報告：１．栃眼医会費等の納入状況 

Ａ会員 既納 56名 未納 7名 

Ｂ会員 既納 65名 未納 16名 

Ｃ会員 既納 8名  未納 1名 

 

２． 第56回栃木県眼科医会研究会決算報告 

ＡＢ会員40名、C会員7名、収入130,500円、支出222,222円 栃眼医から91,722円補填 

 

３．第33回日本視機能看護学会学術総会の協賛金の件 

  10万円を支払い 

 

４．第56回日本白内障学会総会の協賛金の件 

  50万円支払い 
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協議： １．「目の健康講座」の件（10月22日(日) ホテルニューイタヤ） 

旅費については例年通り全額支払う。 

 

《学 術》 

報告：１．第 56回栃木県眼科医会研究会の開催報告（6月2日(金)宇都宮グランドホテル） 

  特別講演１「ROCK阻害薬が切り拓く角膜内皮の未来医療」 

         小泉 範子 先生（同志社大学生命医学部医工学科教授） 

  特別講演２「ROCK阻害薬とこれからの緑内障治療」 

         本庄 恵 先生 （東京大学医学部眼科学教室 講師） 

 

協議：１．第40回獨協医大眼科栃眼医合同講演会の件（7月21日(金) 獨協医大） 

「27G MIVS ～Tips & Tricks～」 

     大澤 俊介 先生（MIE眼科四日市 統括院長） 

「網膜静脈分枝閉塞症（BRVO）に対する抗 VEGF治療 ～網膜微小循環からの考察～」 

   吉田 宗徳 先生（名古屋市立大学大学院 医学研究科 視覚科学 病院教授） 

 

２．第74回栃木県眼科医会集談会の件   

平成11月24日 (金) 宇都宮市医師会館 

   

３．第57回栃木県眼科医会研究会の件  平成30年1月19日(金) 

  新家先生 井上先生 

 

４．栃木県医師会より依頼の「第57回栃木県総合医学会ポスター発表の参加募集」について 

  推薦締切 7月21日(金) 

  申込締切 7月25日(火) 

 

《医療安全対策及び福祉》 

報告：１． 平成29年度眼科コメディカル研修会の件 

23名参加 全員修了証取得 

今年度の案内は秋に届く。 
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２．第86回栃眼医親睦ゴルフコンペ開催報告（6月11日(日)宮の森カントリー倶楽部） 

優勝：坂東誠   準優勝：苗加謙応 

 

協議：１．平成29年度忘年会の件   

12月7日(木) 

      

《保 険》 

報告：１．平成29年度関ブロ保険委員会出席報告（5月27日(土) 甲府常磐ホテル)  

川島審査員出席 

 

２．平成29年度全国審査委員連絡会議出席報告（5月28日(日)AP品川アネックス） 

     大野審査員出席 

   

３．平成29年度第１回審査委員連絡会の開催報告（6月28日(水) 宇都宮市医師会館） 

  千葉桂三、大野研一、大久保彰社保検査員、苗加謙応国保審査員、城山力一、井岡大治理事出席 

   

協議：１． 平成29年度都道府県眼科医会保険担当理事連絡会について（10月20日(金～11月20日(火) 

バーチャル会議） 井岡理事 

   締切8月4日(金) 

 

２．会報50号記載 平成28年度第2回栃木県社保国保連審査委員連絡会報告への質問の件 

  「白内障術前での鼻涙管洗浄は、病名なしで算定可能」について（36ページ） 

  「白内障術前での涙管通水・通色素検査は、病名なしで算定可能」に訂正 

 

《広 報》 

報告：１．栃眼医会報第50号の誤記の件 

  49ページ 第71回栃木県眼科集談会 特別講演 「加藤 聡 先生」訂正シール・プリントを会

員に送る。51号に訂正記事を掲載 

   

《学校保健》 

協議：１：第 41回全国学校医連絡協議会提出議題について（9月 24日(日)東京グランドホテル） 

苗加理事出席、アンケート返信 
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    色覚検査施行の学年について 

主に小学 4年生で実施しているが、義務の検査ではないのでどの学年でも実施可能とする。 

 

《公衆衛生》 

報告：１．目の健康講座の件（10月22日(日) ホテルニューイタヤ） 

ポスターとチラシ、目の愛護デーポスター配布 

 

協議：１．目の健康講座の件（10月22日(日) ホテルニューイタヤ） 

・宣伝広告の件 

  ポスター・チラシ 各医療機関に配布中 

・アンケートの件  

  今回も来場者に実施 

・下野新聞投稿の件 

  大野理事が執筆 

 

２．日眼医より依頼の「平成29 年度『目の愛護デー』行事予定の聞き取り」について 

    苗加理事より返信 

 

３．次期一次救急当番(発送)の件 

      

《医療対策》 

報告：１．日眼医より連絡の「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底」について 

「コンタクト、医師の指示に基づき販売－厚労省、眼障害予防で遵守事項見直し」をメールにて

転送。パブリックコメントの募集を周知した。（7月28日まで） 

 

《勤務医》 

報告：１．第22回栃木県眼科手術談話会開催報告及び収支報告（5月19日(金)宇都宮市医師会館） 

       46名参加   収入 137,111円  支出 227,310円   90,199円を栃眼医から補填 

 

２．平成29年度関ブロ勤務医委員会出席報告（5月27日(土) 甲府常磐ホテル)  

  上田理事 出席 議題：「勤務医の変更届をオンラインでできないか」 等 

             短期滞在手術に関する質問（両眼手術の場合） 
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３．日眼医より依頼の「都道府県別新眼科医数調査」について 

  栃木県は6名 （獨協 2名  自治 4名） 

 

協議：１． 第18回全国勤務医連絡協議会の件（11月 19日(日)  

      上田理事出席 

 

《日眼医連盟》 

協議：１．平成29年度都道府県眼科医会連盟協議員会の件（11月12日(日) 東京コンファレンスセンター品

川） 原会長出席 

 

２．事務局預かりの連盟ニュース・入会案等の書類について 

     連盟ニュース31号を眼科医会の会員全員に発送された。 

下記が事務局宛てに送付されている。 

 ①連盟ニュース31号（発行6月20日）100部 

②名簿（連盟の入会者 2017年3月末現在 10部 

③入会案内用リーフレット100部 

④入会案内用リーフレットの申込書100部 

⑤今回、会員に送る見本 

・会員向けセット  1セット 

  ①あいさつ文（裏面：口数申し込み書）、②名簿、③連盟ニュース31号 

・非会員向けセット 1セット 

  ①あいさつ文（裏面なし）、②入会案内リーフレット、③入会申込書、④名簿、 

⑤連盟ニュース31号 

 

《その他》 

    次回理事会は9月20日(水)に開催する。 

以上 

 

(福島一哉 記) 


