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栃木県眼科医会理事会だより(平成29年度第3回) 

  

日 時：平成29年9月20日（水） 午後7時 

場 所：宇都宮市医師会館 

出席：原(裕)会長、旭、吉澤(徹)副会長、城山、石﨑、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(雅)、上田、井上(裕)、永田(万)理事、宮下監事   

 計 21 名 

欠席：牧野、青瀬理事、鈴木(隆)監事、柏瀬(宗)、川島、妹尾顧問   計 6 名 

 

《会長挨拶》 

開会前に原会長より、故 原博 先生のご葬儀に当たっての会員のみなさまへのお礼があった。 

 

《総 務》 

報告：１．日眼医より連絡の眼科専門医更新時の臨床証明について 

 日眼医加入は認定条件に入らない 

 Ａ会員の臨床証明は各県の会長が行う 

 自治医大・獨協医大は既に新制度への移行プログラムがＨＰに開催されている 

  

２．本会元理事 大田原市 原眼科 原博先生(享年 95 歳) ご逝去（9 月 5 日(火)） 

会員に FAX連絡。本会より香典、供花、弔電 

 

３．J＆Jへの宛名ラベルについて 

11月23日(木)ビジョンケア・セミナーの案内状発送にあたり、通常通り勤務先住所の宛名ラ

ベルを発行する。 

 

４．託児所設置について 

第7回栃木ぶどう膜炎カンファレンス 9月22日(金) 宇都宮グランドホテル 

  9月20日(水)時点で4名希望 シッター2名 

 

５．会員の変更 

自宅住所変更 1名 

勤務先住所表記変更： 

Ａ 大柳静香（大柳内科・眼科 〒329-0507 下野市文教2-7-14） 
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転出：Ｂ 佐々木誠（足利赤十字病院眼科） 神奈川県へ 

   Ｂ 横山由晶（自治医大眼科）    神奈川県へ 

閉院：Ａ 中静 隆（足利市 中静眼科医院） 

退会：Ｂ 原  博（大田原市 原眼科医院） 

 

協議：１．平成29年度会費免除申請について 

本会の対象者は、田島幸男先生だが、辞退の連絡があった。 

 

２．目の健康講座について（10 月 22 日(日) ホテルニューイタヤ） 

司会・ナレーション メーカー担当に依頼 

開会挨拶 原会長 

  講演 1「知らないと怖いコンタクトレンズの話」 座長 旭副会長 

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」 座長 福島 

    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～」 座長 大久保理事 

      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） 

閉会挨拶 吉澤副会長 

講師スケジュール 

※溝上先生と河嶋先生は前泊（東京） 

  （前日(10月 21日)は 2017ジャパンカップサイクルロードレース in宇都宮が開催され、 

混雑が予想されるため） 

 ※宇津見先生は、ご自身で手配されるとのこと（領収証について連絡済） 

広告原稿確認（肩書、名前、内容） 

広告 

新聞広告２回   下野新聞 半 3段 10月 13日(金)  10月 21日(土) 

            読売新聞 半 3段 10月 14日(土)  10月 20日(金)  

とちぎテレビ    10月 17日（火）6:50～6:55頃と 18:30～18:35頃 

10月 18日（水）6:50～6:55頃と 18:30～18:35頃 

10月 19日（木）6:50～6:55頃と 18:30～18:35頃 

10月 20日（金）6:50～6:55頃と 18:30～18:35頃 

栃木放送       10月 16日(月) ～ 21日(土) （1日 2回） 

          7：45頃（ココロ晴れルヤ内）・11:40頃（インサント TODAY内） 
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東武駅のポスター （3週間 Ｂ1）  

10月 2日(月)～10月 22日(日) 東武宇都宮駅 新鹿沼駅 下今市駅 

10月 3日(火)～10月 23日(月) 栃木駅 

東武電車中釣り  （2週間 Ｂ3） 

10月 5日(木)～10月 18日(水)  

 ＨＰに記載 

会場準備について 

労務提供依頼済（7社11名 集合は11:00） 参加理事も11時集合 

  配置：案内・受付・マイク持ち・ナレーション・ＰＣ/プロジェクター 現場で分担決定 

 

３．日眼医より依頼の「都道府県眼科医会における女性医師に係る問題への取り組み状況調

査」について 

  10月2日(月)締切り 細川理事 

 

４．男女共同参画の会について 

  第五回 なでしこの会(10月14日(土)午後6時から) 細川理事 

 

５．平成29年度都道府県眼科医会連絡会議について（11月12日(日)東京コンファレンスセンター

品川） 原会長 

  

６．会議出張費について 

 主催者側から旅費の出る会議は、栃眼医からの支給を減額する方向で調整 

 規約細則の改訂案を検討する 

 平成30年度を目処に改訂 

 

７．会員の住所録(データ)の取り扱いについて 

諾否の判断基準はどうするのか。 

 学会開催等の場合は諾 

個別の医療機関における電子カルテ整理のための場合はどうするのか。 

（一医院のために名簿を作成し送ることの諾否：これは不可 栃眼医ＨＰの医療機関一覧

を参照していただく） 

※いずれの場合も名簿に掲載してある項目のみ(氏名 勤務先(名称・住所・電話番号) 

                     (必要な場合は 会員種別) 
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８．眼科一次救急診療ポスターについて  施行後10年たったので見直しを行う 

校正 

枚数 大(A2) 500 枚   小(A4) 10000 枚    

 

９．会長選挙について  

選挙管理委員  (委員長1名、副2名  次回理事会で承認して決定)  

委員長 木村先生  委員 小暮先生 宮澤先生 に打診 

公示の期日と内容 

12月上旬公示  1月末選挙  

 

10．栃木県医師会より連絡の栃木県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会臨時委員

の推薦について 

本会からは、須田雄三先生を推薦した。  

任期は3年（2017年8月1日－2020年7月31日） 

 

11．会員種別の件 

  ・Ａ会員不在の医院について（問い合わせて変更届を提出してもらう） 

   

12．国際医療福祉大学教授 新井田孝裕先生から依頼の視能訓練士ポスターとリーフレットの件 

  国際医療福祉大学から発送するため、宛名ラベルの発行を了承した。 

  事務局より通常通り発行する。 

 

13. アイバンクより感謝状をいただいた。 

 

協議：《経 理》 

報告：１．第40回獨協医大眼科・栃眼医合同講演会収支報告 

     A/B会員 45名 C会員 7名  

    収入 164,722円 支出 474,382円  栃眼医一般会計より 306,660円補填 

 

《学 術》 

報告：１．第40回獨協医大眼科栃眼医合同講演会開催報告（7月21日(金) 獨協医大） 52名参加 

「27G MIVS ～Tips & Tricks～」 

     大澤 俊介 先生（MIE眼科四日市 統括院長） 
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「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10回下野眼科診療セミナーについて (獨協医大、ファイザー共催、本会後援、9月15日

(金)、宇都宮東武ホテルグランデ) 

  「眼窩骨折に対する眼窩再建」         澤野宗顕 先生（西大宮病院眼科部長） 

  「原発開放隅角緑内障のリスクファクター：眼圧」  

石田 恭子 先生（東邦大学医療センター大橋病院准教授） 

 

協議：１．第7回栃木ぶどう膜炎カンファレンスについて（本会・栃木ぶどう膜カンファレンス・田辺

三菱製薬・参天製薬共催、9月22日(金)宇都宮グランドホテル） 

ミニレクチャー「ぶどう膜炎続発緑内障の診断」 

鈴木 重成 先生（獨協医科大学眼科学教室 講師） 

特別後援「非感染性ぶどう膜炎の薬剤選択」 

蕪城 俊 先生（東京大学附属病院眼科 准教授） 

 

２．第11回栃木県内科眼科関連疾患懇話会について（栃木県内科眼科関連疾患懇話会・講和創薬

共催、栃木県内科学会・本会後援、10月19日(木)、宇都宮グランドホテル） 

テーマ「神経疾患と神経眼科」 

「症例より考える神経眼科疾患の診断法と治療」  

石川 均 先生（北里大学 医療衛生学部 視機能療法学 教授） 

「眼科に行きたがる片頭痛患者さんたち」  

平田幸一 先生（獨協医科大学 神経内科 教授） 

   

３．第6回栃眼医獨協眼科病診連携の会について（獨協医大眼科・本会・日本アルコン共催） 

 11月17日金曜日 宇都宮グランドホテル  

 特別講演Ⅰ 「抗VEGF時代における加齢黄斑変性治療‐少ない治療回数への取り組み‐」 

       石川眼科医院 院長 石川 浩平 先生 

 特別講演Ⅱ 「視覚障害対策で健康寿命延伸を‐介護予防における眼科医療の役割‐」 

       順天堂大学眼科 先任准教授 平塚 義宗 先生 

 

 講演後の講師の先生方の慰労会、今までアルコンからの支出がないため獨協の医局費や 

会長・学術担当理事の個人負担で賄ってきたが、今後これをどうするか？ 
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４．第57回栃木県総合医学会開催案内について 

  第6回栃眼医獨協眼科病診連携の会の案内に同封 

 

５．第74回栃木県眼科医会集談会について（11月24日(金) 宇都宮市医師会館） 

  演題募集中 

 

６．第57回栃木県眼科医会研究会について(1月19日(金)宇都宮グランドホテル) 

  大塚製薬共催  

 

７．第25回栃木眼科セミナーについて(栃木眼科セミナー・興和創薬共催、本会後援) 

  日程未定、2月の角膜カンファレンスの日程と調整中 

 

８．第27回下野眼科談話会について（獨協医大主催 当会後援、宇都宮グランドホテル） 

  日程未定 3月開催  

 

９．第75回栃木県眼科集談会について（平成30年4月15日(日) 自治医科大学） 

  栃眼医総会と同時開催 

  平成31年度からは視能訓練士の勉強会と合同開催の可能性を検討する 

 

《医療安全対策及び福祉》 

報告：１．「眼科コ・メディカルための眼科学ガイド 改訂第14版」 購入について 

事務局で取りまとめる 

 

協議：１．平成29年度栃眼医忘年会について（12月7日(木) ホテルニューイタヤ） 

 

２．第87回栃眼医親睦ゴルフコンペについて（10月8日(日)宮の森カントリー倶楽部） 

  9月20日現在 14名参加予定 

 

《保 険》  

報告：１．平成29年度 都道府県眼科医会健保担当理事連絡会の出席報告 （バーチャル会議） 

  井岡理事 10月20日(金)～11月20日(月) 
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２．保険医療機関の診療科別平均点数眼科抜粋について 

      詳細をＨＰに掲載 

 

協議：１．平成29年度第2回健保研究会の開催について（11月24日(金) 宇都宮医師会館） 

     例年通り集談会の後 

 

２．平成29年度第2回審査員連絡会の開催について（11月29日(水) 宇都宮） 

 

３．日眼医より連絡の平成２９年度 全国介護・在宅医療担当理事連絡会について 

10月16日(月)締切 バーチャル会議 11月20日(月)～12月22日(金) 演題募集中 

 

《学校保健》 

協議：１．第41回全国眼科学校医連絡協議会（9月24日(日)東京グランドホテル） 

     苗加理事出席予定 提出議題 １）色覚検査の時期 ２）ＣＬスタートの年齢 

 

《公衆衛生》 

報告：１．目の健康講座 準備委員会開催報告（8月8日(火)ホテルニューイタヤ）  

       堤理事、 参天・千寿担当者 

 

協議：１．日眼医より送付の「スマートサイト講習会受講者ご推薦のお願い」について 

      ロービジョンケア 2018年4月～9月の土曜日 

      鈴木重成先生 大久保好子先生 

 

２．目の健康講座について 

     総務に記載  

 

３．一次救急診療当番について 

  「子供の預け先が見つからず、交代する相手も見つからない」との連絡があったが、 

同じ条件でも担当している会員がいるため、個別に交代要員を見つけていただくよう連絡

する。 

 

《医療対策》 

報告：１．平成29年度コンタクトレンズ販売管理者継続研修会(11月26日(日)とちぎ健康の森)進捗状況
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について 10月1日より応募開始  

 

２．日眼医より連絡の「国民生活センター発表情報『コンタクトレンズによる目のトラブルに

ご注意ください』」の周知について 

  栃眼医ＨＰ（一般ページ）に掲載 

 

《勤務医》 

協議：１．第18回全国勤務医連絡協議会への出席者と提出議題について（11月19日(日)品川シーズンテ

ラスカンファレンス）  

上田理事出席 

 

２．第23回栃木県眼科手術談話会の日程について 5月25日(金) 

  （関ブロ開催が5月19日(土) - 20日(日）のため) 

 

《その他》 

  次回理事会は、11月14日(火)に開催する。 

  

 

（福島一哉 記） 


