公益社団法人東京都眼科医会
公1

平成28年度事業報告書

都民の目の健康を守る事業
１．都民への眼科医療の啓発及び相談に関する事業(定款第4条第1号事業)
1)

目の愛護デー行事としてTokyo Eye Festivalを平成28年10月9日・10日に新宿駅西口広場
イベントコーナーで実施した。

・ 来場者：2230名、出務者：医師69名
目の愛護デー(Tokyo Eye Festival)の準備会を平成28年4月14日、5月16日、6月3日、7月6
日、8月3日、9月1日に事務所にて開催した。反省会を10月24日に開催した。
2)

「目の健康講座」を平成28年5月14日15:00～17:15に有楽町朝日ホールにて実施した。
講演：「今話題の加齢黄斑変性」
講師： 日本大学

名誉教授

湯澤

美都子

来場者：414名(健康相談92名)、出務者：医師16名
目の疾患及び健康に関する正しい知識の啓発普及
アイバンク運動への協力として、7月号会報にパンフレットを同封し、アイバンク登録推
・
進の依頼を行った。
・ 文京盲学校及び八王子盲学校の案内を7月号会報に同封した。
・ 平成28年10月10日に開催した第19回ドナーファミリーの集い、ラン・フォー・ビジョンを
後援した。

3)

4)

ホームページ・インターネットの運営
随時ホームページの更新を実施し、眼科医療の啓発を行った。

２．眼科に係わる地域医療の充実に関する事業(定款第4条第2号事業)
1) 眼科休日診療の充実
・ 東京都及び東京都医師会に協力し、多摩地区に於いては眼科休日診療を、23区に於いては
年末年始・ゴールデンウイークのみ3箇所で実施した。（以下は参加施設・大学の延べ
数）
初療施設： 23区内
多摩地区

5月連休9施設、年末年始18施設
4～6月17施設、7～9月17施設、10～12月20施設、1～3月18施設

入院施設： 4～6月17大学、7～9月17大学、10～12月20大学、1～3月18大学
2) 感染症発生予防事業への参画
・ 感染症サーベイランス事業として週毎に会員の中から都内39箇所の医療機関で定点観測
を実施、 眼感染症の発生に関する情報を東京都へ提供した。
・ 東京都感染症発生動向調査定点医療機関連絡協議会に出席した。(7/28)
・ 東京都医師会感染症予防検討委員会に委員として出席した。
(5/26,7/28, 9/29, 11/24, 1/26, 3/30)
眼科学校保健関係事業
学校保健学術講演会を平成29年2月2日19:00～21:00に主婦会館プラザエフにて開催した。
・
(参加者：63名)
1.スマホ社会の落とし穴

3)

講師：小児科医会子どもとメディア委員会担当理事 内海裕美
中川 尚
2.学校感染症
講師： 徳島診療所
各地区学校保健担当医連絡会を平成28年9月8日19:30～21:00に本会事務所にて開催した。
・
(出席者：29地区)
・ 学校保健担当役員と東京都養護教諭研究会役員との懇談会を平成28年12月1日15:00～
17:00に本会事務所に於いて開催した。(出席者：11名)

・ 学校保健部委員会を平成28年7月13日に本会事務所にて開催し、、養護教諭との懇談会と
学術講演会の日程、日本眼科医会眼科学校医連絡協議会への提出議題等について協議し
た。
・ 色覚検査についてアンケート調査を実施した。
・ 全国学校保健研究大会・学校医大会が札幌市にて開催され、出席した。（10/28-30）
・ 関東甲信越静学校保健大会・学校医協議会が宇都宮市にて開催され、出席した。
（8/25）
・ 日本眼科医会全国眼科学校医連絡協議会に出席した。（9/25）
・ 日本眼科医会学校保健委員会に出席した。

(7/24)

・ 東京都学校保健会評議員会に出席した。

(5/30,7/8)

・ 東京都健康づくりフォーラムで講演した。

(7/28)

・ 東京都医師会学校医会理事会に出席した。
(4/8,5/8,6/10,7/8,9/9,10/14,11/11,1/13、2/10、3/10)
・ 東京都医師会学校医委員会に出席した。
(4/21、5/19、6/16、7/21、9/15、10/20、11/17、1/19、2/16)
・ 東京都医師会学校医会会報編集委員会に出席した。

(4/7、7/7、10/6、1/12)

・ 東京都医師会学校医会学校医大会に出席した。

(12/8)

・ 東京都医師会学校医会学校保健(学校医)研修会に出席した。(4/2,7/23,11/5,1/28)
・ 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付審査専門委員会に出席した。
(5/20,7/19,9/20,11/18,1/19,3/16)
・ 東京都学校保健研究会研修会にて「色覚」について講演した。（6/24）
・ 調布市教育委員会にて「色覚」について講演した。

（7/7）

・ 学校での色覚検査の実施について東京新聞の取材を受けた。（2/10）
３．失明予防、視覚障害者対策事業及び関係団体への協力に関する事業
（定款第4条第3号事業）
1)

アイバンク・献眼運動の実施

・ 目の愛護デー健康相談会に献眼コーナーを設け献眼をPRした。(10/3・4)
・ 会員の医療機関を通し、東京都民に献眼を訴えるため、読売光と愛の事業団・順天堂アイ
バンク・慶大眼球銀行・杏林アイバンクと協力した。
2) 視覚障害者・失明予防対策事業
・ 視覚障害者リハビリテーション指導者講習会を平成29年2月18日14:00～18:30事務所にて
開催した。今年度より日本眼科学会専門医制度認定事業となった。 (参加者：38名)
3)

眼科医療関係団体への協力及び助成

・ 日本失明予防協会に監事・評議員を派遣し、事業運営に協力して協賛金援助を行った。
・ 日本網膜色素変性症協会に対し、協賛金援助を行った。
・ 日本糖尿病眼学会・緑内障友の会等の団体に協力した。
４．眼科に係わる医学・医療の調査研究及び教育に関する事業（定款第4条第4号事業）
1) 東京眼科集談会の主催
・
第789回東京眼科集談会を平成28年5月11日19:00～21:00に千代田放送会館にて開催した。
特別講演

「糖尿病黄斑症の治療戦略〜硝子体手術vsVEGF阻害薬」
昭和大学

一般演題5題、担当校：昭和大学、参加者：170名

岩渕成祐・藤澤邦見

・

第790回東京眼科集談会を平成28年8月31日18:00～20:00に千代田放送会館にて開催した。
特別講演

「順天堂医院における緑内障手術の現況」

「東京都眼科医会の歴史と責務」

順天堂大学

松田

東京都眼科医会会長

山口達夫

彰

一般演題3題、担当校：順天堂大学、参加者：182名
・ 第791回東京眼科集談会を平成28年11月10日19:00～21:00に千代田放送会館にて開催し
た。
特別講演

「低侵襲白内障手術と眼内レンズアップデート」
日本医科大学武蔵小杉病院

鈴木久晴

一般演題6題、担当校：日本医科大学、参加者：119名
・ 第792回東京眼科集談会を平成29年2月8日18:00～20:00に東京医科大学病院臨床講堂にて
開催した。
特別講演

「遺伝性網膜疾患診断のTips」
東京慈恵会医科大学葛飾医療ｾﾝﾀｰ

林

孝彰

一般演題5題、担当校：東京慈恵会医科大学、参加者：136名
・ 集談会運営委員会を平成29年2月8日20:00～21:00にヒルトンホテル東京「王朝」にて開催
した。
研修会の主催
2)
(1) 東京都眼科医会研修会を平成28年12月3日15:30～18:00に京王プラザホテルにて開催し
た。（参加者：138名）
１．難症例の白内障手術
２．後発医薬品の現状と問題
３．角膜沈着病巣の診断と治療

座長： 東京都眼科医会常任理事 前田利根
講師： 永本アイクリニック

永本敏之

座長： 東京都眼科医会副会長

福田敏雅

講師： 東京逓信病院

松元

座長： 東京都眼科医会会長

山口達夫

俊

講師： 日本大学医学部附属板橋病院 山上 聡
・ 研修会終了後に情報交換会を京王プラザホテルにて開催した。
(2) 卒後研修会を毎月1回年間12回土曜日15:00～18:00に本会事務所にて開催した。
(参加者:31名)
・ 4月16日
・ 5月21日
・ 6月4日
・ 7月9日
・ 8月6日
・ 9月24日
・ 10月15日
・ 11月19日

眼球運動障害と瞳孔異常

講師： 東京慈恵会医科大学

敷島敬悟

視神経疾患

講師： 帝京大学

溝田

眼鏡の処方

講師： 梶田眼科

梶田雅義

コンタクトレンズの処方

講師： 道玄坂糸井眼科医院

糸井素純

角膜疾患

講師： 杏林大学

山田昌和

オキュラーサーフェス疾患

講師： 東邦大学大森病院

堀

白内障手術

講師： 東京慈恵会医科大学

常岡

硝子体手術

講師： 日本大学病院

島田宏之

結膜疾患の基本と診断

講師： 日本医科大学

高橋

結膜疾患の治療

講師： 日本医科大学

志和利彦

眼内腫瘍の診断

講師： 東京医科大学

後藤

眼内腫瘍の治療

講師： 国立がん研究センター中央病院 鈴木茂伸

緑内障診断

講師： 東邦大学大橋病院

富田剛司

緑内障治療

講師： 東邦大学大橋病院

石田恭子

小児の眼底疾患

講師： 国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ

東

小児の斜視と弱視

講師： 国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ

仁科幸子

淳

裕一
寬
浩
浩

範行

・ 12月10日
・ 1月7日
・ 2月4日
・ 3月4日

非感染性ぶどう膜炎

講師： 杏林大学

岡田ｱﾅﾍﾞﾙあやめ

感染性ぶどう膜炎

講師： 東京大学

蕪城俊克

眼外傷

講師： 昭和大学

高橋春男

網膜疾患

講師： 杏林大学

平形明人

糖尿病眼合併症

講師： 東京女子医科大学糖尿病ｾﾝﾀｰ 北野滋彦

全身疾患と眼

講師： 東京医科大学

毛塚剛司

黄斑疾患の診断

講師： 東京女子医科大学

飯田知弘

黄斑疾患の治療

講師： 日本大学病院

森隆三郎

3) 学術講演会の主催
(1) 第49回日本眼科講演会（東京ブロック講習会）を平成28年5月28日15:00～18:00 灘尾ホー
ルにて開催した。(受講者：197名)
1. 「角膜感染症アップデート」

座長： 東京都眼科医会会長

濱崎

講師： 東邦大学医療ｾﾝﾀｰ大森病院 堀

陞

2. ミニシンポジウム

オーガナイザー：東邦大学医療ｾﾝﾀｰ大森病院

「感染性結膜炎・小児の前眼部感染症」
「感染性ぶどう膜炎

講師： 徳島診療所

堀

裕一

中川

裕一
尚

－後天性免疫不全症候群にみられる眼疾患ー」
講師： 国立国際医療研究センター 八代成子

「術後眼内炎への対応」
講師： 杏林大学
講師：
井上 真
(2) 東京都眼科医会学術講演会を平成29年2月25日に京王プラザホテルにて、参天製薬㈱と共
催で開催した。(参加者346名)
(3) 新規眼科開業医研修会を平成28年10月27日19:30～21:00に本会事務所にて開催した。(参
加者12名)
・ 学術部委員会を平成28年8月22日に本会事務所にて開催した。
4) 眼科医療従事者教育の実施
(1) 第39回眼科コ・メディカル講習会第1～4回を平成29年1月22日、2月5日の日曜日10:00～
17:00、2月19日、3月5日の10:00～16:00に灘尾ホールにて開催した。(受講者：252名)
・ 眼科コ・メディカル講師打合会を10月6日に事務所にて開催した。
・ 眼科コ・メディカル講習会反省会を平成29年3月10日に本会事務所にて開催した。
(2) 第27回医療従事者講習会を平成28年11月12日16:00～18:00に主婦会館プラザエフにて開催
した。(受講者：120名)
1．硝子体手術の最近の動向

講師： 前田眼科クリニック

前田利根

2．OCTの性質と撮り方～疾患別にみるOCT撮影テクニック～
講師： 株式会社ニデック
尾崎賢弥
東京医科歯科大学
講師：
朝田 隆
脳統合機能研究センター

3．認知症患者の対応
5)

東京で開催される各種学会並びに学術講演会への助成を行った。

・ 第72回日本弱視斜視学会総会
6/24～6/25

主催者：国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ 仁科幸子

於：パシフィコ横浜国立大ホール

・ 第41回日本小児眼科学会総会
6/24～6/25

主催者：国立がん研究センター 鈴木茂伸

於：パシフィコ横浜

・ 第53回日本眼感染症学会
7/1～7/3

参加者：1719名
主催者：東京医科大学

於：東京国際フォーラム

・ 第59回日本コンタクトレンズ学会総会
7/2～7/3

於：東京国際フォーラム

・ 第22回日本糖尿病眼学会総会

参加者：1719名

後藤

浩

参加者：1438名
主催者：慶応義塾大学

坪田一男
参加者：2297名

主催者：東京女子医大糖尿病センター 北野滋彦

10/7～10/8

於：仙台国際センター

参加者：1023名

・ 第55回網膜硝子体学会
12/2～12/4

主催者：杏林大学

於：ベルサール渋谷ガーデン

・ 第40回日本眼科手術学会学術総会
1/27～1/29
6)

平形明人
参加者：1919名

主催者：日本医科大学

於：東京国際フォーラム

高橋

浩

参加者：3512名

医療の調査に係わる事業

・ 6月、11月に保険請求状況を調査し、10月号及び4月号会報に掲載した。
・ 6月、11月に「何でもご意見を」を会員より募集し、10月号及び4月号会報に掲載した。
・ 眼科検診に関するアンケート調査を実施した。
・ コンタクトレンズの院内交付に関するアンケート調査を実施した。
7) 医事に係わる事業
・ コンタクトレンズ管理者講習会を平成28年9月3日15:00～17:00に日本消防会館ニッショー
ホールにて開催した。(参加者：388名)
・ 日本眼科医会医療対策委員会に出席した。(7/31,2/5)
・ 会員からの質問・問合せに随時回答した。
・ 医療対策部委員会を平成28年6月6日、12月26日に本会事務所にて開催した。
8) 会報の発刊・ニュースの発行
・ 会報を年４回(4･7･10･1月)発刊、ニュース年12回(毎月末) 及びメールマガジンを発行し
た。
・ 会報を全会員・全国の眼科医会・眼科関連団体及び眼科関連業界などに配布した。
（発行部数2,400部）
・ 都内病院案内を発行した。
・ 広報部委員会を平成28年4月25日, 7月28日, 11月1日,平成29年1月31日に本会事務所にて
開催した。
9) 社会保険に関する事業
(1) 眼科保険医療講習会を平成28年10月15日14:30～16:30に東医健保会館に於いて東京都医師
会と共催した。 (受講者：210名)
1.「黄斑疾患の病診連携」
前田眼科クリニック
前田利根
2.「保険診療の基本的事項について」

東京都福祉保健局指導観察部

3. 眼科保険請求について

東京都医師会医療保険委員会委員

田母神宏之
濱崎

陞

(2) 各地区健保担当医協議会を平成28年11月16日19:30～21:00に本会事務所にて開催した。
講演「最近の指導と監査」

講師:東京都医師会社会保険担当理事

蓮沼

剛

・ 会員からの質問・問合せに随時回答した。
(3) 保険事業について関係団体と協議した。
・ 東京都医師会医療保険委員会に出席した。(4/13,5/11)
・ 日本眼科医会全国審査委員連絡協議に出席した。（5/24）
日本眼科医会全国介護・在宅医療担当理事連絡会」のバーチャル会議に出席した。
・
(10/23～24)
(5/22,10/1,10/2)
・ 日本眼科医会社会保険委員会に出席した。
・ 日本眼科医会診療・介護報酬検討委員会に出席した。(9/4)
・ 日本眼科医会有床診療所検討委員会に出席した。

(7/3)

・ 東大在宅医療学拠点主催の「最先端の在宅医療を考える」会に出席した。（9/1）
・ 日本眼科医会が全国健保担当理事連絡会に出席した。（10/23）
(4) 社会保険及び国民健康保険の眼科審査委員の連絡会に協力した。(7/11、11/28、2/13)

・ 社保、国保審査委員と本会役員との協議会を平成29年2月13日19:45～21:00に銀座アス
ター御茶ノ水賓館にて開催した。
(5) コンタクトレンズ検査料算出の施設基準届出の案内をした。
10) 眼科勤務医に関する事業
(1) 勤務医委員会を平成28年4月27日と平成29年3月22日に本会事務所にて開催した。
(2) 東京都内13大学及び病院の医局長・医長会を平成28年9月14日と平成29年2月22日に本会事
務所にて開催した。
(3) 新入医局員情報交換会を平成28年8月31日20:00～21:00に都市センターホテルにて開催し
た。
11) 関係団体との連携の強化
・ 日本眼科医会代議員会ブロック代表質問打合せ会を平成28年6月1日に本会事務所にて開催
した。
・ 東京都各科医会協議会総会及び幹事会に出席した。 (4/4,7/4,10/3,12/5,2/6)
・ 日本眼科医会定例臨時代議員会に出席した。

(4/2,3)

・ 日本眼科医会定例代議員会に出席した。

(6/26)

・ 日本眼科医会代議員会常任委員会に出席した。

(4/2, 6/26,1/15)

・ 日本眼科医会都道府県眼科医会連絡会議に出席した。(10/16)
・ 東京労働保険医療協会総会及び評議員会が開催され、出席した。 (5/26)
都内大学教授との協議会を平成29年1月12日19:00～21:00にラ・ベットラ・ダ・オチアイ
・
にて開催した。
・ 東京都をはじめ、東京都医師会・各地区医師会・日本眼科医会・日本眼科学会・日本視能
訓練士協会・などの事業への積極的な参画や、意見交換などを行い、連携の強化に努め、
東京都眼科医会の運営の円滑化を図った。
12) 男女共同参画に関する事業
・ 女性医師懇談会を平成29年2月7日19:00～21:00に京王プラザホテルにて開催し、講演及び
情報交換を行った。 参加者:23名(8大学1病院)、役員2名
講演:「働きやすい職場環境を目指して、Happy Work Project」
講師:

千葉大学附属病院長

眼科教授

山本

修一

・ 研修会・講演会・休日診療等のため、介護や託児費用を助成した。(3件)

他1

その他の事業
１．会員の相互扶助に関する事業
1) 保険会社と提携し、休業補償制度の案内を送付した。
2) 大学眼科教室員との親睦・懇談会の主催
・ 大学対抗野球大会を平成28年5月15日と5月22日に明治製菓グランドにて開催した。
会員の親睦・懇談会の主催
「東眼会」ゴルフコンペを平成28年11月13日に若洲ゴルフリンクスにて開催した。
・
(参加者:27名)
観劇会・東宝ミュージカル「ミス・サイゴン」を平成28年11月19日に帝国劇場にて開催し
・
た。(参加者81名)

3)

管

管理運営に関する事業
1) 理事会を月1回19:00～21:00に本会事務所にて下記日程で開催した。
(4/21,5/19,6/16,7/21,8/25,9/15,10/20,11/17,12/15,1/19,2/15,3/16)
2) 定時代議員会を平成28年6月11日18：00～19：00にアルカディア市ヶ谷にて開催した。
3) 会長副会長会を月1回19:00～21:00に本会事務所にて下記日程で開催した。
(4/19,5/17 ,6/14,7/19,8/23,9/13,10/18,11/15,12/13,1/17,2/14,3/14)

4) 地区会長協議会を平成28年10月26日19:30～21:00にアルカディア市ヶ谷にて開催した。
5) 監事会を平成28年5月17日20:00～21:00に本会事務所にて開催した。
6) 顧問、参与の会を平成28年12月15日19:00～20:00に新宿柿傳にて開催した。
7) 納涼会を平成28年8月25日19:30～21:30青山ラピュタガーデン
開催した。
8) 会員名簿を発行した。

ラグナテラスステラにて

