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栃木県眼科医会理事会だより(平成29年度第６回)議題 

 

日 時：平成30年3月23日（金） 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、大柳、井岡、堤、上田、青瀬理事、宮下監事、 計18名 

欠席：早津(宏)、細川、井上(裕)、牧野、永田(万)理事、鈴木(隆)監事、柏瀬(宗)、川島、妹尾顧問    

  計 9名 

 

《会長挨拶》 

 今年度最後の理事会となりました、今まで7年間色々なことがありましたが、理事会の先生方のサポートのおかげで

無事任期を満了することが出来ましたことを深く感謝いたします。 

 

《総 務》 

報告：１．「目の健康講座」事業実施報告書送付について                     

関ブロの奥脇先生より連絡があり、事務局より提出した。 

      ・事業実施報告書、収支報告書、アンケートの集計結果、銀行口座指定書、配布用ちらし 

 

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報告（3月4日(日)横浜市ホテルキャメロ

ットジャパン）                                    

原（裕）、吉澤（徹）、宮下（浩）出席 

支部長会議：会長交代の件 栃木・埼玉・茨城・山梨 

連絡協議会： 

１）平成30年度 事業計画案・予算案 承認 

２）栃木、埼玉、茨城、山梨 各県の会長交代の報告 

３）日眼医役員 吉澤先生 総務部常任理事  有床診療所担当も吉澤先生（2年間） 

４）日眼医総会 ブロック代表質問について 各県からの議題提出 

５）関ブロ会報編集報告 

６）次回 平成30年5月19・20日 新潟グランドホテル  

 

２．平成30年度からＢ会員になる会員                           

伊野田 悟（自治医大眼科）     古藪幸貴子（獨協医大眼科） 

西田 奈央（獨協医大眼科）     宮島 大河（獨協医大眼科） 
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３．田島眼科医院 田島幸男先生(89歳)が、2月7日(水)にご逝去された。            

   ご葬儀は済んでいる、栃眼医に連絡はなかったため今後 香典をお送りする 

   会員にはFAXで事後報告 

 

４．会員の変更                                    

退会        Ａ 落合憲一 （下野市 おちあい眼科） 

          Ａ 田島幸男 （栃木市 田島眼科医院） 

勤務先変更     Ｂ  三井恭子 （栃木医療センター ）   

会員種別の変更 Ａ→Ｂ 小暮正子 （宇都宮市 小暮眼科医院 閉院） 

 

協議：１．平成30‐31年度 役員の件．                                      

   別紙参照 

   顧問 宇都宮：宮下先生  足利：柏瀬先生 公的病院から新井田先生にも顧問依頼  

   監事 旭先生 

 

２．平成29年度栃眼医会務報告の件                           

確認し、各部担当責任者が訂正を事務局に連絡する。 

  特に学術：演者のお名前等間違えがないか改めて確認 

 

３．平成30年度栃眼医事業計画案の件                           

確認し、各部担当責任者が訂正を事務局に連絡する。 

 

４．平成30年度栃眼医総会式次第について      

                    

       １開会挨拶 原先生7 

       ２議事 

       （１）報告  司会 旭先生（報告まで担当） 

        ①会務報告 吉澤先生 

        ②会計報告 城山先生 

        ③会計監査報告 宮下先生 

        ④目の健康楮開催報告 原先生 

        ⑤栃眼医会長選挙の件 木村先生 
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         （２）新会長挨拶（吉澤先生） 以降の司会 石﨑先生 

            役員紹介  吉澤先生 

         （３）協議  

         ①会則の変更の件     吉澤先生    賛否を取る 

②事業計画     新総務部 釣巻先生  賛否を取る 

         ③予算案      新経理  堤先生   賛否を取る 

         ④平成30年度第1回日眼医定例臨時代議員会 代議員 吉澤先生 

       保健研究会 呼び出しは石崎先生 その後の司会は 井岡先生 

 

      閉会の挨拶 釣巻先生                   ここまでの司会 石﨑先生 

 

５．理事会議題提出について                               

報告・協議事項はできるだけ具体的に記載して提出していただくようにする。 

今後理事会開催報告を作成するに当たり正確性を担保するとともに、事前に議題を理事全員が縦覧す

ることで、理事会の時間短縮を図るため。 

書式は各自自由としますが、運用次第では今後書式の統一する可能性もある。 

（具体的な数字もできるだけ記載して出してほしい、理事会後に決定した数字も後日メールで総務に

お送りいただきたい） 

 

６． 事務局移転の件                                 

新事務局 住 所 〒322 -0036 鹿沼市下田町2-1400-1 吉沢眼科医院内 

電 話 0289-77-5757   F A X 0289-77-5758 

Mail  tochigan1@kub.biglobe.ne.jp (変更なし) 

3月28日(水)に引越し予定4月2日からは吉澤眼科で本格稼働 

来年度から新事務局で仕事ができるようにする。 

会員には、総会資料に手紙を同封する。 

   

７．会長退任・新任挨拶状の件                             

事務局で作成し、4月上旬に発送する。 

 

８．平成30年度総会について(4月15日(日) 自治医大)                   

事前郵送   ・事務局移転の手紙 

・案内、  ・次第   ・駐車場案内図  ・アイバンク手紙   

mailto:tochigan1@kub.biglobe.ne.jp
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・会報(つぶやき)の手紙  ・つぶやき返信はがき 

・出欠はがき(委任状)  ・第75回栃木県眼科集談会プログラム 

※ 封筒は現住所（旭眼科内科クリニック） 

※ 返信はがきは新住所（吉沢眼科医院） 

 

 

当日資料  ・会務報告・会計報告・会報会計報告・事業計画・年会費・予算案   

（会計資料は監査後に事務局にＰＤＦで送付。事務局で印刷して準備する） 

 

※すべて理事が確認し、訂正を事務局に連絡する。 

 

９．退会会員関係の訃報の件                               

退会会員（1カ月以内）から会員へのお父上の訃報の周知の依頼があったため、会員各位にFAX送信し

たが、今後の対応について検討した結果、同様の依頼があった場合は応じることとする。 

 

10．平成30年度関ブロ連絡協議会（5月19日(土) 新潟県）の出席者と議題          

吉澤(徹)、石﨑、原  議題は今後決定 

 

11．入会希望者について（転入、開業を含む）                       

転入 

  Ｂ 山崎 暁霞 （きょうか） （栃木市 青木眼科医院）  群馬県より   （4月1日付け） 

 

《経 理》 

報告：１．目の健康講座 事業実施報告書のための資料送付と確認                 

 関係書類の送付と事務局作成書類の確認 

 

協議：１．平成29年度栃眼医一般会計決算報告の件                        

  

２．平成29年度栃眼医医事対策費決算報告の件                       

 

３．平成30年度栃眼医一般会計予算案の件                         

 

４．平成30年度栃眼医事対策費予算案の件                         
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５．アイバンク募金の回収の件                              

アイバンクに確認済  総会当日(4月15日(日) 9:00～12：30) 

 

《学 術》 

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

68名出席                                   

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)                                      

53名出席 

｢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（3月9日（金）獨協医大眼科主催、本会後援、宇都宮グランドホテル）  

63名参加      

  特別講演１．座長：松島博之 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」 

    堀 裕一 先生(東邦大学医療センター大森病院眼科 教授) 

特別講演2 座長：妹尾正 先生 

「白内障手術侵襲・ドライアイと角膜内皮障害」 

高橋 浩 先生(日本医科大学 眼科 教授) 

 

協議：１．第75回栃木県眼科集談会開催の件(4月15日(日)自治医大)               

一般講演：９題 

特別講演：「緑内障眼に合併する網膜分離様所見と治療」 

平形明人 先生（杏林大学医学部眼科主任教授） 

 

２．第58回栃木県眼科医会研究会の開催の件                      

期日：6月22日(日)              会場：宇都宮グランドホテル 
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共催：ファイザー株式会社 

 

３．第41回獨協医大眼科栃眼医合同講演会の件                     

期日：7月27日金曜日     

 

《医療安全対策及び福祉》  

報告：１．第88回栃木県眼科医会親睦ゴルフコンペの件                     

4月8日(日) 宮の森カントリー倶楽部にて開催 

     

《保 険》 

報告：１．平成30年度全国審査委員連絡協議会の出席者、議題提出について（6月3(日)東京品川カンファレンス

センター3F）                                   

 

２．平成30年度診療報酬改定について                           

 

３．小山市の会員からの質問に対しての対応報告                      

 

４．日眼医より連絡の「眼科点数表および早見表」の件（3月20日(火)）            

平成 30年 4月版の PDFを日眼医ホームページメンバーズルームの社会保険のコンテンツに掲載した。 

印刷物については、「日本の眼科」２月号にて告知する。 

 

協議：１．平成30年度第１回健保研究会開催について（4月15日(日)自治医大）           

総会の出欠はがきに質問事項と要望事項を記載できるようにする (例年通り)。 

 

２．平成30年度関ブロ保険委員会（5月19日(土) 新潟県）の出席者と議題   

千葉先生 出席                                  

 

《広 報》 

報告：１． 関ブロ会報編集委員会出席報告（2月4日(日)新横浜プリンスホテル）           

関ブロ会報47号の編集について 

 

協議：１．平成29年度栃木県眼科医会報会計報告の件                      
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２．栃眼医会報第51号の件                                   

つぶやきの手紙とはがきを総会資料に同封して送る 

会報は、7月発行予定 

原稿依頼について （現理事新理事・新入会員) 

 

《学校保健》 

報告：１．第2回栃木県学校保健部理事会及び学校医研修会出席報告（2月22日(木) とちぎ健康の森） 

      新井田先生 「小児の眼疾患」 

 

２．日眼医からの「日本の眼科」『学校保健の頁』原稿公依頼の件              

苗加理事が執筆する。 

 

《公衆衛生》 

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）宇都宮市健康センターにて開催。 

講演は獨協医大に依頼、まだ講師は不明です。 

相談員：斉藤由香先生（小山市斉藤眼科） 

青木由紀先生（栃木市青木眼科） 

依頼中 (後ほどお返事をいただくことになっている) 

 

２．平成30年度JRPSとちぎ 医療講演、相談会への講師派遣の件 (9月16日(日)那須塩原市)   

  9月16日（日）県北で開催（場所は未決定） 

理事の高橋雄二先生に依頼。 

高橋先生が上記日付で予定が合わないため違う日付でＪＲＰＳと交渉予定。 

日取りは変わる可能性が高い。 

 

《医療対策》 

報告： CL講習会開催の件 

12月2日(日) とちぎ健康の森  

 

《勤務医》 

協議：１．第23回栃木県眼科手術談話会について（5月25日(金)宇都宮市医師会館）         

特別講演 日大 眼科 診療教授 中静 裕之 先生 
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２．平成30年度関ブロ勤務医委員会（5月19日(土) 新潟県）の出席者と議題          

     上田理事出席 

 

《その他》 

次回理事会開催日  5月16日(水)に開催する。 

 

 

 


