公益社団法人東京都眼科医会
公1

令和3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を令和3年10月1日(金)～10月24日(日)までWeb
形式で、10月10日（日）・11日（月）に新宿駅西口広場イベントコーナーにて実施した。

・ ユーザー数 : 21,595 セッション数：29,114 ページビュー数：46,306
・ 一般公開講座
10月2日（土）15：00～15：30・10月10日（日）13：00～13：30
10月16日（土）15：00～15：30・10月24日（日）13：00～13：30
「アイフレイル」

杏林大学医学部眼科学教室 教授

山田昌和

10月3日（日）13：00～13：30・10月9日（土）15：00～15：30
10月17日（日）13：00～13：30・10月23日（土）15：00～15：30
「正しく使おう！コンタクトレンズ」

井上眼科病院理事長

井上賢治

目の愛護デー(Tokyo Eye Festival)の準備会を令和3年5月20日、6月10日、7月8日、8月19
日、9月16日、9月28日にWeb形式にて開催した。反省会を11月16日に開催した。
2)

「目の健康講座」令和3年11月21日15:00～16:00にWeb形式にて実施し、申込者に小冊子（白
内障編）を配布した。
講演：「白内障とうまく付き合おう」
講師： 昭和大学

名誉教授

高橋春男

・ 申込者：685名
3)

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アイバンク登録推進の依頼を行った。
・ 筑波大学附属視覚特別支援学校の案内を4月号会報、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。
・ 令和3年10月9日～11月8日までWebで開催した第24回ドナーファミリーの集いを後援した。
・ 公衆衛生部委員会を令和3年4月15日、9月28日にWeb形式にて開催した。

・ 日本眼科医会公衆衛生委員会に委員として参加した。（10/24）
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 5月連休9施設、年末年始18施設
多摩地区 4～6月17施設、7～9月18施設、10～12月18施設、1～3月19施設
入院施設： 4～6月17大学、7～9月18大学、10～12月18大学、1～3月19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。

・ 東京都医師会感染症予防検討委員会に委員として出席した。

(5/27、11/25、3/25)

3) 眼科学校保健関係事業
・ 学校保健学術講演会を令和4年2月10日19:00～21:00にWeb形式にて開催した。(参加者：346
名)
講師： 東京医科歯科大学眼科
五十嵐多恵
1、小児の近視について
2、小児の外眼部感染症について

講師： 慈愛眼科クリニック

亀井裕子

・ 各地区学校保健担当医連絡会を令和3年10月19日19:30～21:00にWeb形式にて開催した。
(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令和3年11月18日15:30～17:00
にWeb形式にて開催した。(出席者：14名)
・ 学校保健部委員会を令和3年6月2日にWeb形式にて開催した。
・ 全国学校保健・学校医大会にWeb出席した。（10/30）
・ 関東甲信越静学校保健大会にWeb出席した。（8/5）
・ 日本眼科医会全国眼科学校医連絡協議会にWeb参加した。(11/28)
・ 日本眼科医会学校保健委員会に出席した。 (9/26)
・ 東京都医師会学校医会 評議員会・定時総会に出席した。

(7/9)

・ 東京都医師会学校医会理事会に出席した。
(4/9、6/11、7/9、9/10、10/8、11/12、1/14、3/11)
・ 東京都医師会令和3年度第1回学校保健（学校医）研修会に講師として出席した。（4/3）
・ 東京都医師会学校医会 第46回学校医大会に出席した。 (11/25)
・ 東京都医師会学校医会会報編集委員会に出席した。 (4/1、7/1、10/7、1/6)
・ 武蔵野市学校保健委員会総会講演会（Web配信）に講師として参加した。 （2/3）
・ 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。
(6/3、7/29、9/30、11/25、1/27、3/2)
・ 令和3年度文部科学省近視実態調査に協力した。
・

東京都各市町村保健所に3歳児健診における視覚検査に屈折検査を導入するためのアンケー
トを実施した。

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
・ 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講習会を令和4年3月5日にWeb形式にて開催した。（参加者
285名）
・ 東京都ロービジョンケアネットワーク窓口施設訪問は新型コロナウイルス感染症拡大のため
休止。
・ 東京都ロービジョンケアネットワークを会員に周知し、運用した。
・ 東京都ロービジョンケアネットワーク会議を令和4年1月28日にWeb形式にて開催した。
・ 東京都ロービジョンケアネットワークの動向調査を毎月行い、年間579件であった。

・ 各鉄道会社（東急、小田急、京王、東京メトロ、東武、京急、都営地下鉄、京成、日本旅客
鉄道）に依頼し、作成したホーム転落をなくす会ポスターが駅構内に掲載された。

・ 大規模災害時の行動指針眼鏡店への説明会をWeb形式にて開催した。（1/21、3/4）

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。
・ 日本アイバンク協会に協賛金援助を行った。
・ 日本網膜色素変性症協会東京支部に対し、協賛金援助を行った。
・ 日本糖尿病眼学会に協力した。

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805回東京眼科集談会を令和3年5月27日19:00～21:00にWeb形式にて開催した。
特別講演

「眼科分野における水素の適応」
「東京都眼科医会の事業活動」

日本医科大学

五十嵐勉

東京都眼科医会会長

福下公子

一般演題3題、担当校：日本医科大学、参加者：347名
・ 第806回東京眼科集談会を令和3年11月4日19:00～21:00にWeb形式にて開催した。
特別講演

「難症例白内障手術の特性と克服のために」
東京慈恵会医科大学

増田洋一郎

一般演題5題、担当校：東京慈恵会医科大学、参加者：285名
・ 第807回東京眼科集談会を令和4年2月3日18:00～20:00にWeb形式にて開催した。
特別講演

「角膜の外科治療update」
日本大学医学部附属板橋病院 林孝彦

一般演題6題、担当校：日本大学、参加者：348名
・ 集談会運営委員会を令和４年2月3日20:00～21:00にWeb形式にて開催した。
研修会の主催
2)
(1) 東京都眼科医会研修会を令和3年12月4日15:00～18:00にWeb形式にて開催した。 （参加
者：371名）
１、東京都ロービジョンケアネットワーク
座長： 東京都眼科医会会長

福下公子

講師： 井上眼科病院

井上賢治

２、視覚障害対策で健康寿命の延伸を ～成人眼科検診とアイフレイル対策活動について～

３、Refractive cataract surgery

座長： 東京都眼科医会副会長

福田敏雅

講師： 順天堂大学

平塚義宗

座長： 東京都眼科医会副会長

前田利根

講師： 慶應義塾大学

根岸一乃

・ 研修会終了後の情報交換会は新型コロナウイルス感染症拡大のため休止
(2) 新規眼科開業医研修会を紙面による研修形式にて実施した。(対象者31名)
(3) 眼鏡処方講習会を令和4年1月15日16:00～18:30にWeb形式にて開催した。（参加者：483名）
１、眼鏡処方の基本
講師： 国立病院機構東京医療センター 野田徹
２、小児への眼鏡処方の基本
講師： 国立成育医療研究センター 仁科幸子

３、眼鏡店にとっての眼鏡処方箋
講師： 株式会社朝倉メガネ

金澤正継

(4) 眼科レジデント研修会
・ オンライン眼科レジデント研修会を都内大学眼科教授連携の会である「ひとみ会」と共催し
た。 （全7回）
令和3年6月3日18:00～19:30（受講者65名）
１、眼科検査：細隙灯から造影検査・OCTAまで 講師： 東京女子医科大学

長谷川泰司

２、角膜

講師： 慶應義塾大学

内野裕一

３、眼瞼・結膜

講師： 東邦大学医療ｾﾝﾀｰ大森病院 内匠秀尚

令和3年6月17日18:00～19:00（受講者54名）
１、涙器・眼窩

講師： 昭和大学江東豊洲病院

岩渕成祐

２、眼光学

講師： 東京医科歯科大学

高瀬博

令和3年6月24日18:00～19:00（受講者55名)
１、ぶどう膜

講師： 東京医科大学

臼井嘉彦

２、網膜・硝子体 (黄斑以外)

講師： 杏林大学

廣田和成

令和3年7月1日18:00～19:00（受講者49名）
１、黄斑

講師： 日本大学病院

田中公二

２、緑内障(眼圧・隅角)

講師： 東京大学

齋藤瞳

令和3年7月8日18:00～19:00（受講者46名）
１、神経眼科

講師： 東京慈恵会医科大学

増田洋一郎

２、斜視・弱視

講師： 帝京大学

林 孝雄

令和3年7月15日18:00～19:00（受講者37名）
１、診療報酬と医療経済

講師： 順天堂大学

平塚義宗

２、眼科緊急疾患と当直マニュアル
講師： 日本医科大学
有馬武志
(5) 眼科開業講習会を令和4年1月22日16:00～18:30にWeb形式にて開催した。（参加者：203名）
１、 新規開業経験談

講師： 八潮まるやま眼科

丸山勝彦

講師： いなげ眼科

稲毛佐知子

講師： 蒲田わたなべ眼科

渡辺博

財務関係

講師： 森下会計事務所

森下志文

労務関係

講師： 新日本人事労務総合事務所 村越吉美

法務関係

講師： 前田眼科クリニック

２、眼科開業指針

前田利根

3) 学術講演会の主催
(1) 東京都眼科医会学術講演会を令和4年3月26日にWeb形式で千寿製薬㈱と共催で開催した。(参
加者168 名)
(2)
学術部委員会を令和3年5月14日にWeb形式にて開催した。
・ 日本眼科医会学術委員会がWeb形式にて開催され出席した。（7/31、1/23）
4) 眼科医療従事者教育の実施
(1) 第43回眼科コ・メディカル講習会は新型コロナウイルス感染症拡大のため休止
(2) 第32回医療従事者講習会を令和3年11月27日16:00～18:00にWeb形式にて開催した。(受講
者：245名)
1、視力の基礎知識
講師： 西葛西・井上眼科病院

伊藤純子

2、眼底写真とOCTの考え方や撮影意義
講師： 東京医科大学病院眼科

水澤剛

講師： 三原眼科医院

三原敬

3、眼科在宅医療とその保険請求について

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

・ 第10回日本視野画像学会学術集会

主催者 山崎眼科医院

山崎芳夫

4/24～4/25 Web開催、5/10～5/31 オンデマンド配信
・ 第3回日本近視学会総会

参加者：452名

主催者 杏林大学

平形明人

5/22～5/23 於：赤坂インタシティコンファレンス・Web
・ 第9回世界緑内障会議
6/30～7/3

参加者：705名

主催者 東京大学

相原一

Web開催

参加者：2820名

・ 第77回日本弱視斜視学会総会

主催者 順天堂大学

7/2～7/3

根岸貴志
参加者：1557名

・ 第32回日本緑内障学会

主催者 東京大学

相原一

9/11～9/12 於：国立京都国際会館、10/1～10/31オンデマンド配信
・ 第62回日本視能矯正学会

主催者 日本視能訓練士協会

11/20～11/21 於：東京国際フォーラム・Web

参加者：1672名
南雲幹

参加者：2060名

・ 第14回日中韓眼科ジョイントミーティング 主催者 東邦大学医療ｾﾝﾀｰ大森病院 堀裕一
11/27

Web開催

参加者：411名

・ 第60回日本網膜硝子体学会
12/3～12/5

主催者 東京女子医科大学

於：東京国際フォーラム・Web

・ 第59回日本神経眼科学会総会

飯田知弘

参加者：2086名

主催者 東京慈恵会医科大学

敷島敬悟

12/17～12/18 於：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター、1/25～2/24オンデマンド配信

参加者：636名
・ 第47回日本小児眼科学会総会
3/19～3/20 於：日本教育会館
6)

国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ病院 仁科幸子
主催者：がん研有明病院

4/1～4/17オンデマンド配信

参加者：1130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。
7)

医事に係わる事業

・ コンタクトレンズ管理者講習会は新型コロナウイルス感染症拡大のため休止
・ 日本眼科医会医療対策委員会に出席した。(8/9、2/6)
・ 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令和4年1月5日にWeb形式にて開催した。
・ 東京都福祉保健局薬務課医療機器販売監視等担当職員との面談は新型コロナウイルス
感染症拡大のため休止
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2400部）

8)

・ 都内病院案内を発行した。

・ 広報部委員会を令和3年5月11日、7月30日、11月19日、令和4年2月21日にWeb形式にて開催し
た。
9) 社会保険に関する事業
(1) 眼科医療保険講習会を令和3年10月9日14:30～16:30に東京都医師会館2F講堂に於いて東京都
医師会と共催し、動画も公開された。
1.「オキュラーサーフェス 最近の話題」 杏林大学

重安千花

2.「保険資料の基本的事項について」

黒瀨 巌

3.「保険請求について 」

東京都医師会

東京都医師会医療保険委員会 委員 福下公子

(2) 会員からの質問・問合せに随時回答した。
(3) 在宅医療検討委員会をWeb形式にて開催した。（2/18）
(4) 保険事業について関係団体と協議した。
・ 日本眼科医会全国審査委員連絡協議に参加した。（6/6）
・ 日本眼科医会全国健保担当理事連絡会に参加した。 (10/24）
・ 日本眼科医会社会保険委員会に出席した。 (5/9、10/3)
・ 東京都医師会医療保険委員会に出席した。
（6/9、9/8、10/13、11/10、2/9、3/9）
・ 東京労働保険医療協会第56回評議員会の書面決議に参加した。
(5)

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。6/28～7/10、11/29～12/13
バーチャル形式)

・ 社保、国保審査委員と本会役員との協議会は新型コロナウイルス感染症拡大のため休止
(6) 健保改定点数説明会を令和4年3月25日19:00～20:30にWeb形式にて開催した。(参加者376名)
10) 眼科勤務医に関する事業
(1) 勤務医委員会を令和4年2月16日にWeb形式にて開催した。
(2) 東京都内13大学及び病院の医局長・医長会を令和3年9月8日・令和4年3月2日にWeb形式にて
開催した。
(3) 新入医局員情報交換会は新型コロナウイルス感染症拡大のため休止
11) 関係団体との連携の強化
・ 東京都各科医会協議会総会及びWeb講演会、幹事会に出席した。

(4/5、7/5、10/5、2/7)

・ 日本眼科医会定時代議員会にWeb形式にて開催され参加した。

(6/26-27)

・

日本眼科医会全国会長会議及び臨時全国会長会議がWeb形式にて開催され出席した。
（11/13、12/19）

・ 日本眼科医会ブロック長会議に出席した。(9/5)
・ 東京都医師会高齢社会における運転技能及び運転環境検討委員会に出席した。
（9/2、10/7、11/4、12/2、2/3、3/3）
・ 都内大学教授との協議会を令和4年1月4日19:00～20:30にWeb形式にて開催した。
・ 日本視能訓練士協会との協議会をWeb形式にて開催した。（1/26）
・ 日本視能訓練士養成校との懇談会をWeb形式にて開催した。（3/4）
・ 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) ダイバーシティ（男女共同参画）に関する事業

・ ダイバーシティ懇談会（旧女性医師懇談会）は新型コロナウイルス感染症拡大のため休止
・ 日本眼科医会全国眼科ダイバーシティ（男女共同参画）協議会に出席した。（2/13）

他1

その他の事業
１．会員の相互扶助に関する事業
1) 契約者数減少のため保険事業は休止
2) 大学眼科教室員との親睦・懇談会の主催
・ 大学対抗野球大会は新型コロナウイルス感染症拡大のため休止
3)

会員の親睦・懇談会の主催

・ 新型コロナウイルス感染症拡大のため休止

管

管理運営に関する事業
1) 理事会を月1回2時間、Web形式にて下記日程で開催した。
(4/17、5/15、6/17、7/15、8/28、9/18、10/21、11/18、12/16、1/20、2/17、3/17)
2) 定時代議員会を令和3年6月12日18：00～19：00にWeb形式にて開催した。
3) 臨時理事会を令和3年12月21日21:00～21:30にWeb形式にて開催した。
4) 会長副会長会を月1～4回21:00～23:00に下記の日程でWeb形式にて開催した。
(4/1、4/8、4/15、4/22、5/6、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/24、7/1、7/8、
7/22、7/29、8/5、8/19、8/26、9/2、9/9、9/16、9/30、10/7、10/14、10/28、
11/3、11/11、11/26、12/1、12/10、12/14、12/20、12/23、1/6、1/13、1/18、
1/27、2/3、2/10、2/24、3/3、3/10、3/15、3/24、3/31）
5) 地区会長協議会を令和3年10月23日16:00～18:00にWeb形式にて開催した。
6) 監事会を令和3年5月13日19:00～20:00にWeb形式にて開催した。
7) 顧問、参与の会を令和3年12月下旬に書面形式にて実施した。
8) 納涼会は新型コロナウイルス感染症拡大のため休止

