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栃木県眼科医会理事会だより（平成30年度第６回)  
 

日 時：平成31年3月20日（水） 午後7時20分より 

場 所：宇都宮市医師会館  

出席：【会長】吉澤徹 【副会長】石﨑道治【理事】井岡大治、稲葉全郎、上田昌弘、大久保彰、大塚信行、

金子禮子、久保田芳美、斎藤信一郎、関本慎一郎、高橋雄二、堤雅弘、永田万由美【監事】原裕 

                                      計15名 

欠席：【副会長】釣巻穰【理事】青瀬雅資、井上裕治、大柳静香、細川美奈子、渡辺芽里 【監事】旭英幸 

【顧問】柏瀬宗弘、川島秀俊、妹尾正、新井田孝裕、宮下浩   計12名 

 

《会長挨拶》 

 皆さんこんばんは、今回、６回目の理事会となります。今年度の会務の総決算と、来年度に向けての方針

を定める、大切な会議だと思います。議題も多くなっていますが、最後までよろしくお願い申し上げます。 

 

《総 務》 

報告１．平成30年度第２回関ブロ各県会長会議、関ブロ連絡協議会の出席報告（3月3日(日)横浜市ホテ

ルキャメロットジャパン）                           【吉澤】 

会長会議 吉澤会長出席 

(1) 開会の辞   小口和久 世話人 

(2) 協議事項 

    神奈川県  ：日本眼科医会災害対策ブロック連絡協議会（仮称）設立への協力について  

  全国 12 ブロックのうち、関東甲信越地区を代表して、千葉県より麻薙薫先生を選出した。  

(3) 報告事項 

   神奈川県：  関ブロ各県会長のメーリングリスト作成について    

      山梨県 ： 平成 30年度「目の健康講座」開催報告 

      新潟県 ： 第 54回関東甲信越眼科学会開催報告 

   群馬県 ： １）日眼医創立 90周年記念事業一般公開「目の健康講座」 

予算概要の一部変更について                 

         ２）2020年開催 日眼医創立 90周年記念事業 一般公開       

「目の健康講座」（群馬県）の進捗状況について    

(4) 第 55回関東甲信越眼科学会開催について  

日時：2019年 5月 25日（日） 

場所：ホテルメトロポリタン高崎 

(5) 第 56回関東甲信越眼科学会開催について 

日時：2020年 5月 24日（日） 

場所：軽井沢 プリンスホテル ウエスト 

(6) 次回会長会 開催日時・場所 

日時：平成 31年 5月 24日(土) 

場所：ホテルメトロポリタン高崎 

(7) その他 

   栃木県：多県にまたがる広域眼科診療所グループについての問題報告 

(8) 閉会の辞  丸山 明信 群馬県会長 

 

関ブロ連絡協議会          

吉澤徹会長・代議員、石﨑道治代議員、原裕関ブロ監事 
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議題 

１） 世話人より提案・協議事項 

（1）2019（平成 31）年度関東甲信越地区眼科医会連合会事業計画 

関東甲信越地区眼科医会連合会の開催 

1～3 

第 1回 ホテルメトロポリタン高崎 2019年 5月 25日（土） 

      各県会長会 16：00～17：00 

      連絡協議会 17：00～18：30 

      部門別会議 17：00～18：30 

1） 健康保険委員会 

2） 勤務医委員会 

3） 男女共同参画委員会 

第 2回 ホテルキャメロットジャパン（横浜） 2020年 3月 1日（日） 

      各県会長会 11：00～12：00 

      連絡協議会 13：00～15：00 

4 第 55回関東甲信越眼科学会情報交換会 

      ホテルメトロポリタン高崎  

2019年 5月 25日（土） 18：45～20：45 

5 第 55回関東甲信越眼科学会の開催 

ブロック講習会・医療従事者講習会（合同） 

ホテルメトロポリタン高崎 6階 丹頂の間  

2019年 5月 26日（日） 9：00～12：00 

   講演・演者 

   1）「言語身体論～挨拶のバカ力～」 

     大正大学客員教授・噺家 金原亭世之助師匠 

   2）「日常診療に活かすコンフリクト・マネジメント」 

     オフィス風の道代表 永井 弥生先生 

   3）「眼底血管イメージングの進歩」 

     群馬大学医学系研究科脳神経病態制御学 眼科分野 秋山英雄教授 

  6 会報の発行 会報委員会の開催 

     2020年 2月 2日（日） 場所 未定 

（2）平成 31年度予算 

収入 37,511,804円 支出 11,150,000円 次期繰越金 26,361,804円 

2）3) 各県より提出議題・報告事項 

 神奈川県 提出議題 

1) 日本眼科医会災害ブロック連絡協議会の設立 

     日眼医に本部を置く。会長が本部長。 

当ブロックは麻薙 薫氏（千葉）を推薦。4月 14日（日）初会合。 

2) メガネスーパーの「トータルアイプレミアム検査」に関し、厚生省医政局医事課

より「眼科を受診せず、診断が遅れたために重大な問題が生じた例」の提供を求

められていたが、各県の状況は？ 

    神奈川県 11の症例報告 （現在は 17例ある） 

    厚労省医事課役員とメガネスーパー側との話し合いが行われ、治療や診断につなが

る医療行為と判断される表現は今後控える、との報告を得た。 

 山梨県 報告事項 
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  平成 30年度「目の健康講座」開催報告 

 新潟県 報告事項 

  第 54回関東甲信越眼科学会 開催報告 350名の参加があった 

 群馬県 提出議題 

1) 第 55回関東甲信越眼科学会 

2) 各県眼科医会で開催する学術講演会などの情報を近隣他県の眼科医にも案内でき

ないか？→近隣の眼科医や当該県の他科の先生の参加は OK。日本の眼科に掲載さ

れた情報を参考にされたい。開催時間の掲載は変更等があった時の対応が困難な

ため出来ない。 

  報告事項 

1) 日眼医創立 90 周年記念事業一般公開「目の健康講座」予算概要の一部変更につい

て。群馬県には当初 700万円助成→350万円減額。 

2) 「目の健康講座」（群馬県）の進捗状況について 

太田市民会館 2020年 10月 4日（日）12：00～16：40 

 講演 日本眼科医会から  日眼医役員 

    白内障に関して   日高病院 池田敦美 

       緑内職に関して   新田眼科 新田安紀芳 

       黄斑病変に関して  群大眼科 森本雅裕 

アトラクション 

    三遊亭円歌師匠の落語 

    毒蝮三太夫氏の講演 

    柳家権太楼師匠の落語 

ビジョンバンの出動 

【日眼医ブロック訪問】  

C会員の年会費の値下げを検討中 

〈質問〉1．日眼医災害対策ブロック連絡協議会設立の進捗状況は？（千葉県） 

    2．代議員会への質問事項の対する日眼医の答弁への対応は？（千葉県）  

 

報告２．千葉桂三先生の母上、千葉桃子様(100歳)が2月14日(木)にご逝去。会員にFAX連絡  【斎藤】 

 

報告３．第２回全国眼科男女共同参画協議会（1月27日(日)東京コンファレンスセンター品川）【金子】 

金子理事出席 

内容 男女共同参画社会実現に向けての内閣府の取り組み 

女性医師にかかわる問題への取り組みについてアンケート調査結果と討論 

       来賓挨拶 日本医師会副会長 今村 聡先生  

 日本眼科学会理事 吉富 健志先生 

         眼科医は医師全体の４％ 眼科医の４割弱が女性 大学所属の眼科医の 1/2が女性 

講演『男女共同参画社会の実現に向けて』内閣府男女共同参画局総務課長 栗田 奈央子 

男女共同参画 日本の現状 

グローバルジェンダーギャップ指数     日本 110位／149カ国 

（経済、教育、健康、政治の４分野での男女間格差）  

内閣府は４分野の改善に向けて様々な取り組みを行っている。 

都道府県眼科医会における女性医師に関わる問題への取り組み状況調査と討論 

28都道府県で女性役員の割合増加 30%以上７県 

女性医師に関わる委員会や部会の設置 26都道府県 
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 会の名称は男女共同参画委員会 めがみの会 女医部会 眉美会 華瞳会  

 Joy会 女性医師の集い 女性医師活躍推進部 女性医師の集いなど様々 

眼科女性医師への取り組み 

講演会での託児設置または託児にかかわる費用の一部補助 

代診依頼（急病の際、メーリングリストを使って依頼）  

県眼科医会の取り組みではないが以下の紹介 

県医師会が中心となり就労・育児支援 

保育サポート事業（保育サポーターバンク、病児保育、病児お迎えサービス） 

女性医師バンク、求人案内メール 

大学では学内保育所、病児保育が設置されていることが多い 

育休 短時間勤務、フレックスタイム、当直免除又は１年間免除 

 

報告４．託児所の設置について                            【金子】 

①4 月から講演会の託児費用で宇都宮グランドホテルの和室代については一部のメーカーで協

賛が得られるようになった。 

②自治で開催される栃木県眼科集談会では託児不可能との回答 

③獨協で開催される獨協医会合同講演会では託児可能と女性支援センターから回答 

託児代については獨協医師会から県医師会に申請すれば支給の可能性あり 

 

報告５．会員の変更                                 【斎藤】 

転出    Ｂ 田口 朗 （ＮＨＯ栃木医療センター眼科） 東京都へ 

 

協議１．2019年度役員の件．                                        【吉澤】 

2019年度から、原眼科病院の橋本尚子先生を新入理事としてお迎えすることに内定。 

2019年度は、男女共同参画、広報、医療対策の副担当として参入していただく予定。 

2020年度からは大柳静香理事は退任される予定であり、現在のところ高橋雄二理事を後任と

して広報に、稲葉全郎理事を医療対策に、それぞれお願いする予定。 

 

協議２．平成30年度栃眼医会務報告の件                         【斎藤】 

資料を配布し、各部担当責任者が確認し訂正箇所などを事務局に連絡する事とした。 

 

協議３．平成31年度栃眼医事業計画案の件                        【斎藤】 

資料を配布し、各部担当責任者が確認し訂正箇所などを事務局に連絡する事とした。 

 

協議４．平成31年度総会について(4月14日(日) 自治医大)                【斎藤】 

事前郵送   ・案内、  ・次第   ・駐車場案内図  ・アイバンク手紙   

・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 

 

 

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4月3日に経理部会を開き、監査を受けた後に事務局 

まで資料をＰＤＦで送付。事務局で印刷して準備する） 

※すべて理事か確認し、訂正箇所などを事務局に連絡する事とした。 

 



- 5 - 

協議５．女性医師に関わる委員会や部会の設置について                 【金子】 

26都道府県で設置されている。 

本会では、女性医師の交流会はどうするか？女性だけではなく男性医師も参加できる会が望ま

しいという意見が出された。具体化については先送りとなった。 

 

協議６．平成31年度関ブロ連絡協議会の出席者と議題について（5月25日(土)高崎市）    【吉澤】 

吉澤(徹)会長、石﨑代議員、原(裕)関ブロ顧問 出席予定 

議題：インターネット関連事業の取り組みについて（公式アカウント設立への検討など） 

 

協議７．第23回眼創傷治癒研究会について                      【吉澤・永田】 

期日：2019年8月24(土)-25(日) 

会場：宇都宮グランドホテル 

会長：松島博之先生（獨協医大眼科・准教授） 

 

《経 理》 

報告１．第59回栃木県眼科研究会決算報告                        【堤】 

収入の部 123,000円（AB×38名、C×4名、その他×1名） 

支出の部 224,036円（講師御礼）にて差額の 78,296円を眼科医会より補填する。 

 

協議１．関ブロ積立金の件                               【堤】 

 来年度より 7年後の関ブロに向けて積立金を設立する。 

 年間 20万円の積み立てとする。 

 

協議２．獨協医科大学・栃木県眼科医会合同講演会会場の施設有料化の件          【堤】 

会場の使用に際し、来年度より有料化（一部屋 20,000円）とのこと。今後の開催場所と費用

の獨協眼科との折半についてご相談した。 

医局と確認とのことで終了。 

 

協議３．平成30年度栃眼医一般会計決算報告の件                      【堤】 

4月3日に経理部会が開催される。3月締めにて書類を作成予定。 

 

協議４．平成30年度栃眼医医事対策費決算報告の件                     【堤】  

4月3日に経理部会が開催される。3月締めにて書類を作成予定。 

 

協議５．平成31年度栃眼医一般会計予算案の件                        【堤】 

忘年会費を会議費より福利厚生費としての算出を提案いただいたため項目を変更する。 

 

協議６．平成31年度栃眼医事対策費予算案の件                       【堤】 

 

協議７．アイバンク募金の回収の件                              【堤】 

アイバンクに確認済  総会当日(4月14日(日) 9:00～12：30)例年どおりアイバンクの方に来

ていただき、募金を回収していただく予定。 
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《学 術》 

報告１．第26回栃木眼科セミナー開催報告 (平成31年2月15日(金)宇都宮グランドホテル)  【大久保】 

48名参加 

ミニレクチャー：「BRVOに対する抗VEGF薬の投与方法」 

新井悠介先生（自治医科大学眼科学講座 助教） 

 

特別講演：「眼炎症疾患 〜発症機序から考える治療〜」 

福島敦樹先生（高知大学医学部眼科学教室 教授） 

 

報告２．第28回下野眼科談話会開催報告（平成31年3月15日(金) 宇都宮グランドホテル） 【大久保】 

51名参加 

      演題１：「人工知能技術の進歩と眼科を始めとした医療分野への連携」 

遠野宏季氏（株式会社Rist 代表取締役社長） 

演題２：「眼科における人工知能の最新動向」 

    髙橋秀徳先生（自治医科大学眼科学講座 准教授） 

 

協議１．第77回栃木県眼科集談会の件   （平成31年4月14日(日) 自治医科大学）   【大久保】 

一般講演 ８題 

特別講演 「滲出性黄斑疾患(exudative maculopathy)の診療アップデート 

柳 靖雄先生 （旭川医科大学眼科学講座 教授） 

 

協議２．第60回栃木県眼科医会研究会の開催の件（2019年6月14日(金)宇都宮グランドホテル【大久保】 

特別講演1：「黄斑疾患 最近の話題 CSCとPED、AMDへのPDT(仮)」 

井上裕治先生（自治医科大学眼科学講座 准教授） 

特別講演2：「糖尿病網膜症：治療の進歩（仮）」 

鈴間 潔先生（香川大学医学部眼科学教室 教授） 

   

協議３．第41回獨協医大眼科栃眼医合同講演会の件（2019年7月12日(金)          【大久保】 

特別講演 演者   藤田善史先生（藤田眼科 院長） 

          神谷和孝先生（北里大学医療衛生学部視覚機能療法学 教授） 

 

協議４．栃木県医学会々誌（Vol.49. 2018）投稿依頼の件                【大久保】 

締切は、5月7日（火） 

活動内容（講演会、研修会、学会等）と登録分化学会役員名簿は事務局で作成し提出する。 

 

《医療安全対策及び福祉》 

協議１．第 90回栃木県眼科医会親睦ゴルフコンペの件                  【関本】 

6月 2日(日) 宮の森カントリー倶楽部にて開催予定 

 

《保 険》 

報告１．平成31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2(日)品川アネックス） 

                      【井岡】 

川島審査委員が出席予定。 

 質問は１題、 ＜同一施設内の複数の患者さんを往診する場合、往診料を往診した人数で分

割して請求することは出来ないか？＞という質問を提出した。  
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報告２．平成 30 年度度全国介護・在宅医療担当理事連絡会 出席報告（2 月 17(日)東京コンファレン

スセンター品川）                              【井岡】 

井岡理事が出席。 

全国介護・在宅医療担当理事連絡会は発足後６年中４回がバーチャル会議でリアル会議は２回

目。眼科全体では在宅医療への理解が足らないこと、今後の在宅医療への意識をいかに高める

べきかを考えさせられた。いずれ栃木県眼科医会の中で在宅医療に対するアンケートを実施で

きればと考える。 

北海道眼科医会が実施したものを雛形にアンケートを作る予定。 

 

報告３．審査委員交代の件                              【井岡】 

社会保険審査員交代の件は、千葉先生（獨協）、獨協医大のご協力をへて鈴木重成先生に交代

することが決まる。これにより５月末に千葉先生が退任され、６月から鈴木重成先生に交代と

なる。 

また、大野先生（佐野市）が２期4年の任期終了で交代予定であったが、社保審査委員が一度

に二人交代することは望ましくないとの考えから、もう１期２年だけ留任していただけること

になった。 

これにより2年後の5月に大野先生の交代が決まり、今後次の候補に１年前から連絡を取り、 

早めに就任の意思を固めてもらうよう交渉をする予定。 

 

協議１．平成31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）       【井岡】 

例年通り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)。 

各審査員にはすでにメール連絡し、眼科会員に知らせるべき内容の有無の確認を行なっている。 

＜「弱視疑い」の病名があれば、３ヶ月に一度は屈折検査を請求できる＞との内容を会員に 

知らせるべきとの大久保先生からの意見があり、次回の健保研究会で報告することになった。 

 

《広 報》 

報告１．関ブロ会報編集委員会出席報告（2月3日(日)新横浜プリンスホテル）       【大柳】 

平成31年4月26日発行予定 

次回開催日2020年2月2日(日) 

 

協議１．平成30年度栃木県眼科医会報会計報告の件                   【大柳】 

          収入 728.183円 

     支出 506.231円 

     残高 221.952円 

     総会にて報告する。 

 

報告２．栃眼医会報第52号の件                            【大柳】 

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月末発行予定 

原稿依頼を郵送する。（皆様のご協力をお願いいたします） 

 

《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28日(木) とちぎ健康の森） 

【久保田】 
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《公衆衛生》 

報告１．一次救急当番の件                              【大塚】 

5月のGWは一次救急当番一覧表通りに行う。（日程の変更は無し） 

 

協議１．平成31年度 目の愛護デー記念行について                   【大塚】 

会場：宇都宮市健康センター 

期日：10月6日(日) 

      講演は国際医療福祉大学に依頼。 

 

協議２．平成31年度JRPSとちぎ 医療講演、相談会への講師派遣の件 (10月21日(日)真岡市チャットパ

レス予定)                                 【大塚】 

      県東の先生に依頼。 

 

《医療対策》 

報告１. 栃木県庁薬務課との面会の件（7月4日(木)） 

吉澤徹会長、稲葉全郎理事、高橋雄二理事が、コンタクトレンズの適正な販売について栃木県

庁薬務課に陳情、およびコンタクトレンズ管理者継続研修会の講演講師依頼予定。栃木県医師

会にコンタクトレンズ管理者継続研修会の後援依頼に行く予定。 

 

《勤務医》 

協議１．第24回栃木県眼科手術談話会について（5月17日(金)宇都宮市医師会館）     【上田】 

     特別講演：「ＭＩＧＳの現状」 原  岳先生（原眼科病院院長） 

     一般演題は現在募集中 

 

協議２．平成31年度関ブロ勤務医委員会の出席者と議題（5月25日(土) 高崎市）     【上田】 

     上田理事が出席予定、 提出議題は未定 

 

《日眼医連盟》 

参院選は7月21日投開票となる公算が高い。羽生田 たかし候補の応援をお願いしたい。 

会費の納入についても引き続き全国比で高い納入率の維持をお願いしたい。 

 

《その他》 

次回理事会開催日 令和元年5月15日(水) 

 

（斎藤信一郎 記） 


