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栃木県眼科医会理事会だより(平成29年度第5回) 

 

日 時：平成30年1月17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、福島、斉藤(哲)、高橋(雄)、苗加、

早津(宏)、大柳、井岡、細川、堤、上田、牧野、永田(万)理事、宮下監事   計20名 

欠席：蘇、井上(裕)、青瀬理事、鈴木(隆)監事、柏瀬(宗)、川島、妹尾顧問      計 7名 

            

《会長挨拶》 

今日も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。この春、会長選挙があり、体制が始まりま

す。多くの有能な皆様がお集まりになっていますので、これからも会を盛り上げていくようよろしくお願いい

たします。 

 

《総 務》 

報告：１．本会会長選挙告示について 

  選挙公示は発送済み、1月15日から立候補受付 

  吉澤副会長も立候補届を行った旨報告があった 

  新会長選任後ただちに副会長・その他役職をお願いする（後日総務会を開催） 

 

２．公益社団法人日本眼科医会 代議員・予備代議員選挙に関する告示について 

 本会の会長選挙の結果をもって代議員・予備代議員に立候補することと思われる。 

 現在は、代議員は会長と副会長1名、予備代議員は２名の内１名が副会長となっている。 

 

３．会員の変更 

退会  B 大島春香 （那須塩原市 大島内科小児科）（12月31日付け） 

中静先生 閉院 免除会員となられるか 事務局で確認  

小暮先生 閉院 日眼医・栃眼医に残られるか 事務局で確認 

 

協議：１．第1回全国眼科男女共同参画協議会開催の件（2月11日(日)東京コンファレンスセンター品川） 

     細川理事出席 

 



 

- 2 - 

   2．平成29年度第２回関ブロ支部長会議、関ブロ連絡協議会の出席者と提出議題 

（3月4日(日)横浜市ホテルキャメロットジャパン） 

原会長、吉澤(徹)代議員、宮下関ブロ顧問 出席予定 

議題については今後出席者で協議 

 

２．平成30年度総会の件(4月15日(日)) 別紙参照 

   資料の確認   

事前に送るもの 

・案内           ・出欠はがき(委任状付き)    

・次第   

・アイバンク手紙   

・駐車場案内図 

・第75回栃木県眼科集談会プログラム 

   

当日配布 

・会務報告        (事務局) 

・会計報告       （城山理事）   

・会報会計報告   （大柳理事） 

・事業計画(案)   （事務局） 

・予算案(案)    (城山理事)  

・年会費(案)    (城山理事)    

※理事が校正する   

※事務局で印刷し準備する 

 

３． 栃木県教育支援委員について  

栃木県立の特別支援学校等の委員 過去13年、済生会眼科の先生が勤めた 

具体的業務内容を済生会・松原先生に問合せ、3月理事会で選任 

 

４．平成30年度関ブロ連絡協議会の出席者と議題について（5月19日(土)新潟） 

  吉澤・原・宮下および新副会長 
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５．次期役員の件 選挙で新会長が決まり次第、新役員を選任 

  アンケート：現理事会のメンバー対象 今後も続けるか？ 希望役職は？ 

 新会長が決まり次第、メンバーを選定 

 （原会長・旭副会長は監事、宮下監事は顧問として平成30年度以降ご活躍いただく） 

 

《経 理》 

報告：１．第74回栃木県眼科集談会収支報告  参加82名 

  収入 参加費 82,000円 

  支出 講師御礼 111,111円（うち税11,111円） 

     会場費  7,800円 

  一般会計より 25,800円支出 

 

２．栃眼医忘年会 

  参加 A会員13名 B会員4名 C会員6名 メーカー4名  参加費20万円 

  ホテルニューイタヤ支払い 28万6920円 

  一般会計より 86,920円支払い 

 

３．目の愛護デー関連行事 目の健康講座 

  支出 講師謝礼     300,000円 

     交通費      176,160円 

     宿泊費      160,500円 

     会場費      394,458円 

     印刷物      264,240円 

     広報宣伝費 1,357,560円 

     振込手数料    3,672円 

        計    2,638,590円   

（今後関ブロより200万円入金予定） 

 

協議：１． 栃木県視能訓練士会の活動補助について 

     栃木県視能訓練士会 内山会長が理事会に臨席され、活動内容の説明があった。 

     資金援助の件、援助の方法・金額等を内山会長に具体的に提示していただき次回理事会で協議 



 

- 4 - 

     （毎年決まった額を援助するか？） 

   資金援助のほかに、栃木県眼科集談会などと合同開催等も可能性を検討する 

 

《学 術》 

報告：１．第6回栃眼医獨協眼科病診連携の会開催報告（獨協医大眼科・当会・日本アルコン共催、11月17

日(金)宇都宮グランドホテル） 

  「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 浩平 先生（石川眼科医院 院長） 

「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～」    

平塚 義宗 先生（順天堂大学眼科 先任准教授） 

   

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

一般演題 10題 

特別講演「獨協医大における斜視弱視診療、小児眼科診療の現状」 

                  宮下博行 先生（獨協医大眼科） 

    

協議：１．第57回栃木県眼科医会研究会の件（1月19日(金)大塚製薬と共催、宇都宮グランドホテル） 

特別講演1「甲状腺眼症の診断と治療」井上立州 先生（オリンピア眼科病院 副院長） 

特別講演2「緑内障薬物療法－交感神経作動薬点眼剤を見直してみると‐」 

            新家 眞 先生（公立学校共済組合 関東中央病院 病院長） 

 

２．第25回栃木眼科セミナーの件（2月23日(金)自治医大・興和創薬共催・本会後援、宇都宮グラン

ドホテル) 

｢臨床所見から考える網膜硝子体疾患の病態と治療｣ 

池田恒彦先生（大阪医科大学眼科 教授） 

                              

３．第27回下野眼科談話会の件（獨協医大眼科主催、本会後援、宇都宮グランドホテル） 

3月9日（金） 

  特別講演１．座長 松島先生 

  「オキュラーサーフェイスについて知識のブラッシュアップ2018年版」 

    東邦大学医療センター大森病院眼科 教授 堀 裕一 先生 
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  特別講演２．座長 妹尾先生 

  「白内障手術侵襲・ドライアイと角膜内皮障害」 

    日本医科大学 眼科 教授 高橋 浩 先生 

 

４．第75回栃木県眼科集談会（4月15日(日) 自治医科大学） 

杏林大学医学部眼科学教室 平形明人教授 「演題未定」 

a.栃木県立盲学校の先生から、活動内容の説明などについて講演したいと希望があった 

一般演題を２題減らして２０分ほど時間を作る。 

b.新入会員の紹介の時間をとる  

 

５．視能訓練士勉強会について   経理・協議で前述 

 

《医療安全対策及び福祉》  

報告：１．栃眼医忘年会開催報告（12月7日(木) ホテルニューイタヤ） 

     会員23名 出席 盛会のうちに終了 

 

協議：１．平成30年度眼科コ・メディカル講習会（帝京大学医学部） 

日程 ：平成30年1月14日(日)、2月25日(日)、3月25日(日)、 

仮日程：平成30年4月15日(日)、5月13日(日) 

 

《保 険》 

報告：１． 第2回審査員連絡会の開催報告（11月29日(水) 宇都宮医師会館） 

      井岡理事より報告  

 

２．平成29年度全国健保担当理事連絡会の日眼医見解の送付について 

   送付済 

 

３．平成29年度全国介護・在宅医療担当理事連絡会(バーチャル)の報告 

    

協議：１．平成30年度関ブロ健康保険委員会の出席者と議題について（5月19日(土)新潟） 

      井岡理事出席 議題は後日検討 

 



 

- 6 - 

２．平成30年度全国審査員連絡協議会の出席者と提出議題（6月3日(日)品川アネックス） 

      

《広 報》 

協議：１．平成29年度関ブロ会報編集委員会の件 

     役員表と会務報告 大柳理事 

 

《学校保健》 

報告： １．学校医研修会開催について（2月22日（木） とちぎ健康の森） 

「小児の眼疾患（仮題）」 新井田孝裕先生（国際医療福祉大学眼科教授）  

《公衆衛生》 

報告：１．一次救急当番の件 

退会者の当番日の(2018年4月22日と5月6日)の対応 

新規該当者の和泉田真作先生(いぬづか眼科)にご担当いただくよう事務局から連絡済。 

 

協議：１． 平成30年度目の愛護デー記念行事について 

      10月21日(日) 宇都宮市保健センターで開催予定  （10月7日は連休、10月14日は臨眼） 

 

《医療対策》 

報告：１．平成29年度医療機器・販売管業等の管理者に対する継続研修会 開催報告（11月26日(日) 

88名参加 

1．医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令 

栃木県保健福祉部薬事課薬務課薬事審査担当 鈴木 隆仁 主任 

2．医療機器の品質管理 

栃木県保健福祉部薬事課薬務課薬事審査担当 鈴木 隆仁 主任 

3．医療機器の不具合報告及び回収報告に関する内容 

栃木県保健福祉部薬事課薬務課薬事審査担当 鈴木 隆仁 主任 

4．日本におけるコンタクトレンズ市場の遷延とその特徴 

      京都府立医科大学病院 眼科学教室      糸井 素啓 先生 

 

２．平成29年度 医療機器・販売管業等の管理者に対する継続研修会 収支報告 

    収入 繰越金 447,867円 
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       参加費 267,000円 

    支出     353,413円      残高 361,458円（繰越） 

 

協議：１．平成30年度 医療機器・販売管業等の管理者に対する継続研修会について 

講師の件 梶田雅義 先生を予定 

12月2日(日) 午後2時から 

 

《勤務医》 

報告：１．第18回全国勤務医連絡協議会出席報告（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 講演会はなし、議題討論のみ実施された 

 

協議：１．平成30年度関ブロ勤務医委員会の出席者と議題について（5月19日(土)新潟） 

 

   ２．平成30年眼科手術談話会 5月25日(金)  

     特別講演 日大 眼科 准教授 中静 裕之 先生 

 

《その他》 

１．次回理事会は3月23日金曜日を予定 

     ２．事務局移転の件 

         3月最終理事会終了後、旭眼科より新事務局に移転予定。 

         メールアドレスは不変 

         電話・FAXについては決まり次第会員に通知 

 


