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変更·異動·退会の手続き及び会費未納の方へのご注意《重要事項》

� 会員資格審査部
� 経　　理　　部

１．変更・異動の手続き
　下記（1）～（6）に該当される場合は、速やかに事務局までご連絡下さい。特にＢ・Ｃ
会員で異動により所属機関の変更がある方、会員種別変更の方（新規開業、医院継
承）は必ず手続きをお済ませ下さい。『届け出』用紙をお送りします。

（1）所属機関（勤務先）の変更 （2）会員種別の変更（新規開業、医院継承）
（3）氏名の変更 （4）自宅住所の変更
（5）資料送付先の変更 （6）その他（住所表示など入会申込書記載事項変更）

《注意事項》　
（1） 所属機関（勤務先）の変更
　変更手続きを必ずお済ませ下さい。本会支部長（会長）による眼科臨床経験証明
は、本会事務局が保有する届け出資料により行っています。勤務実態が事務局保
有資料と相違のある場合などは、証明できない場合があります。

（2） 診療所開設（新規開業）に伴いＢ会員（勤務医）からＡ会員（診療所医師）へ変更
　理事会での審議事項となります。速やかに変更手続きを終えて下さい。本会支部
長（会長）証明は、理事会でのＡ会員承認後となります。眼科専門医更新時、それ以
前の証明は、以前に勤務されていた病院長などが行うことになります。

２．退会手続き（下記に該当される場合、退会手続きが必要です。）
　（1）�他府県へ異動される場合
　他府県へ異動の場合、本会は退会となり退会手続きが必要です。手続きを経ず
異動された場合、将来本会へ再入会時、入会金と未納分会費徴収が生じます。

　（2）�退会される場合（退会届けは提出日以前にまでは遡及して提出できません。）

３．会費未納の方（平成26年度分：平成26年4月1日～平成27年3月31日）
　督促状にて通知しておりますが、なお未納の場合は、本会からの案内や送付物を
停止することがあります。年度末までに納入がない場合は、本会会員資格が喪失
となりますのでご注意下さい。本会では、口座振替による自動引き落としをお勧
めしております。希望される方は事務局までご連絡下さい。必要書類をお送りし
ます。
 ※�年�会�費：Ａ会員　72,000円　　Ｂ会員　18,000円　　Ｃ会員　12,000円
 ※�入�会�金：Ａ会員 200,000円　　Ｂ会員　40,000円　　Ｃ会員　10,000円
　（ア）�口座振替：この納入方法をお勧めしております。ご協力をお願いします。
　（イ）�郵便振込：期日までに必ずお振込下さい。

４．眼科専門医制度施行細則 ［専門医資格更新の基準］ との関連
　専門医制度施行細則第20条第２号により、日本眼科医会と日本眼科学会の両会
に継続して所属していないと専門医の更新ができませんので、会員各位でご留
意下さい。

〒543-0001　大阪市天王寺区上本町2-1-20 大阪府医師協同組合別館5F
一般社団法人�大阪府眼科医会　事務局　TEL�06（6762）3201　FAX�06（6762）3757
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《参考》日本眼科医会専門医制度施行細則
第20条［専門医資格更新の基準］
（1）専門医認定日から５年間以上、眼科臨床経験を有することを大学眼科主任教授もしくは

これに準ずる者、または日本眼科医会会長が証明した者。
（2）専門医認定日から継続して日本眼科学会および日本眼科医会会員である者。
（3）専門医認定日から専門医制度規則施行細則別表第二の生涯教育基準に定めるところにより

５年間に100単位を取得した者。
（4）専門医認定日から５年間に日本眼科学会総会において学会出席による単位を取得した者。
附則　本細則は平成21年４月15日から改正施行する。ただし第20条第４号は、平成21年10月

１日以降に専門医の認定または更新認定を受けた者から適用する。

見 本

変　更　届 会員入会届

日本眼科医会　変更届（複写式）
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学会案内（１～３月）

大阪府眼科医会 会員集会開催のご案内

� ○印は近畿（開催地）
平成27年

＜１月＞

　○�24日（土）� 学術講演会医療機器勉強会
� （大阪府医師協同組合　本館８Ｆ）

　○�30日（金）～
　　　　　２月１日（日）� 第38回日本眼科手術学会総会（京都市）

＜２月＞

　○７日（土）� 第404回大阪眼科集談会� （毎日新聞オーバルホール）

　　11日（水）～13日（金）　第39回角膜学会総会・第31回日本角膜移植学会　
� （高知市）

＜３月＞

　　６日（金）～８日（日）� 第20回日本糖尿病眼学会総会（東京都）

　○14日（土）� 医療安全管理講習会（毎日新聞オーバルホール）

� 主催：一般社団法人大阪府眼科医会

　平素より本会会務運営にあたり、御支援、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

下記の要領で、会員集会を開催致します。

― 記 ―

日　時：平成 27 年３月 28 日（土）16：00 ～

場　所：大阪府医師協同組合 本館

内　容：名誉会員への感謝状贈呈等
健保に関する説明�
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平成26年度大阪眼科集談会開催日程
一般社団法人大阪府眼科医会

平成26年度担当校：大阪医科大学

開催日程及び会場：

〈開　催　日〉 〈演題申込締切日〉 〈会　　　場〉
済第399回 平成26年４月12日（土） ３月22日（土） 毎日新聞オーバルホール
済第400回 平成26年６月７日（土） 記念講演会 毎日新聞オーバルホール
済第401回 平成26年８月２日（土） ７月12日（土） 毎日新聞オーバルホール
済第402回 平成26年10月４日（土） ９月13日（土） 毎日新聞オーバルホール
済第403回 平成26年12月６日（土） 11月15日（土） ブリーゼプラザ・小ホール
第404回 平成27年２月７日（土） １月17日（土） 毎日新聞オーバルホール

 １　会場（所在地）：◦毎日新聞オーバルホール

　�� 　　〒530-8251 大阪市北区梅田3-4-5　毎日新聞ビルB1
� TEL 06-6346-8357（当日のみ）
� � ◦ブリーゼプラザ・小ホール
� � 　　〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9　ブリーゼタワー7階

 ２　開 催 時 間： 14：00～17：00（専門医制度単位取得証発行 13：30～15：30）
� � 　　　　学術発表：14：00～16：00
� � 　　　　特別講演：16：00～17：00

 ３　会　　　費：1,500円

 ４　演 題 申 込：演題申し込み締切日は開催日の３週間前です。
� � 「ハガキ」、「FAX」又は「Eメール」で願います。（電話不可）

 ５　口　　　演：口演時間７分、討論時間３分

 ６　発　　　表：デジタルプレゼンテーションにて行う。
� � （各自ノートパソコンをご持参願います。）

 ７　演　題　数：上限12題
� � 同一施設から複数の演題提出の場合は、優先順位をつけて下さい。

 ８　抄　　　録：口演抄録集を「眼科臨床紀要」に掲載します。
抄録400字以内を発表２週間前までに、大阪医科大学眼科学教室
「大阪眼科集談会係」�宛�電子メールで送付願います。

 ９　座　　　長：在阪５大学（又は、関連施設）から、１名推薦願います。
� � 担当演題の座長印象記を「大阪府眼科医会会報」に掲載します。
� � （当日、原稿依頼があります。）

 10　演題申込先：大阪医科大学眼科学教室「大阪眼科集談会」係� 担当�喜田　照代
� � 　E-mail：opt061@poh.osaka-med.ac.jp
� � 　〒569-8686 大阪府高槻市大学町2-7
� � 　TEL�072-683-1221（代）／FAX�072-681-8195
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平成26年度大阪眼科集談会
特別講演プログラム

第399回集談会　平成26年４月12日（土）
� 座　　長：三木　篤也　先生（大阪大学）
タイトル：知っておきたい眼形成診療の基礎知識
　　　　　　　　　　　～眼窩骨折を適切に対応するために～
演　　者：今川　幸宏　先生（大阪回生病院）

第400回集談会　平成26年６月７日（土）
　「400回記念講演会」
　　　【大 阪 大 学】� 座　長：西田　幸二　教授
� 演　者：辻川　元一　先生　
� 　　　「角膜の再生医療」
　　　【大阪市立大学】� 座　長：白木　邦彦　教授
� 演　者：山本　　学　先生　
� 　　　「当科における選択的網膜色素上皮レーザー治療」
　　　【大阪医科大学】� 座　長：池田　恒彦　教授
� 演　者：奥　　英弘　先生　
　　　　　　　　　　　　　　　「視神経炎治療の問題点」　
　　　【関西医科大学】� 座　長：髙橋　寛二　教授
� 演　者：尾辻　　剛　先生　
　　　　　　　　　　　　　　　「難治性黄斑疾患の治療」　
　　　【近 畿 大 学】� 座　長：下村　嘉一　教授
� 演　者：奥山　幸子　先生　
　　　　　　　　　　　　　　　「緑内障患者さんが教えて下さったこと」

第401回集談会　平成26年８月２日（土）
� 座　　長：宮浦　　徹　先生（大阪府眼科医会）
タイトル：小児眼科の検査と手術
演　　者：東　　範行　先生（国立成育医療研究センター）

第402回集談会　平成26年10月４日（土）
� 座　　長：小嶌　祥太　先生（大阪医科大学）
タイトル：チューブシャント手術とDeep�sclerectomy手術
演　　者：千原　悦夫　先生（京都府宇治市　千原眼科医院）

第403回集談会　平成26年12月６日（土）
� 座　　長：國吉　一樹　先生（近畿大学）
タイトル：わかりやすい網膜・黄斑ジストロフィ
演　　者：近藤　峰生　先生（三重大学）

第404回集談会　平成27年２月７日（土）
� 座　　長：西村　哲哉　先生（関西医科大学）
タイトル：白内障・屈折矯正手術　アップデート
演　　者：根岸　一乃　先生（慶應義塾大学）

済

済

済

済

済
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平成27年度大阪眼科集談会開催日程
� 一般社団法人大阪府眼科医会
平成27年度担当校：大阪市立大学
開催日程及び会場：

〈開　催　日〉 〈演題申込締切日〉 〈会　　　場〉
第405回 平成27年４月４日（土） ３月14日（土） 毎日新聞オーバルホール
第406回 平成27年６月６日（土） ５月16日（土） 毎日新聞オーバルホール
第407回 平成27年８月１日（土） ７月11日（土） 毎日新聞オーバルホール
第408回 平成27年10月３日（土） ９月12日（土） 毎日新聞オーバルホール
第409回 平成27年12月12日（土） 11月21日（土） ブリーゼプラザ・小ホール
第410回 平成28年２月６日（土） １月16日（土） 毎日新聞オーバルホール
１　会場（所在地）：・毎日新聞オーバルホール
� � 〒530-8251 大阪市北区梅田3-4-5　毎日新聞ビルB1
� � � � TEL�06-6346-8357（当日のみ）　
� ・ブリーゼプラザ・小ホール
� � 〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9　ブリーゼタワー 7階

２　開 催 時 間：14：00～17：00（専門医制度単位取得書発行 13：30～15：30）
� � � 学術発表：14：00～16：00
� � � 特別講演：16：00～17：00

３　会　　　　 費：1,500円

４　演 題 申 込：演題申し込み締切日は開催日の３週間前です。
� 「ハガキ」、「FAX」又は「Eメール」で願います。（電話不可）

５　口　　　　 演：口演時間７分、討論時間３分

６　発　　　　 表：デジタルプレゼンテーションにて行う。
� （各自ノートパソコンをご持参願います。）

７　演 　 題 　 数：上限12題
� 同一施設から複数の演題提出の場合は、優先順位をつけて下さい。

８　抄　　　　 録：口演抄録集を「眼科臨床紀要」に掲載します。
抄録400字以内を発表２週間前までに、大阪市立大学眼科学教室
「大阪眼科集談会係」宛 電子メールで送付願います。

９　座　　　　 長：在阪５大学（又は、関連施設）から、１名推薦願います。
担当演題の座長印象記を「大阪府眼科医会会報」に掲載します。
（当日、原稿依頼があります。）

10　演 題 申 込 先：大阪市立大学眼科学教室「大阪眼科集談会」係　担当　宇根　宏容
� 　E-mail :�shidaiganka@med.osaka-cu.ac.jp
� 　〒545-8585 大阪市阿倍野区旭町1-4-3
� 　TEL 06-6645-3867／FAX 06-6634-3873
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平成27年度大阪眼科集談会
特別講演プログラム

（第406回・第410回集談会は、講師の先生が交替となりました。）

第405回集談会　平成27年４月４日（土）
 座　　長：喜田　照代　先生（大阪医科大学）
� ※変更になりました。

タイトル：眼内悪性リンパ腫
演　　者：大黒　伸行　先生（JCHO大阪病院）

第406回集談会　平成27年６月６日（土）
 座　　長：菅澤　　淳　先生（大阪府眼科医会）
タイトル：先天色覚異常の診療
演　　者：村木　早苗　先生（滋賀医科大学）

第407回集談会　平成27年８月１日（土）
 座　　長：國吉　一樹　先生（近畿大学）
タイトル：硝子体手術の術前・術中・術後
演　　者：堀口　正之　先生（藤田保健衛生大学）

第408回集談会　平成27年10月３日（土）
 座　　長：河野　剛也　先生（大阪市立大学）
タイトル：角膜パーツ移植アップデート
演　　者：榛村　重人　先生（慶應義塾大学）

第409回集談会　平成27年12月12日（土）
 座　　長：西村　哲哉　先生（関西医科大学）
タイトル：iPS細胞を用いた網膜細胞移植
演　　者：髙橋　政代　先生
� （理化学研究所　発生・再生科学総合研究センター）　

第410回集談会　平成28年２月６日（土）
 座　　長：三木　篤也　先生（大阪大学）
タイトル：緑内障　診療アップデート
演　　者：中澤　　徹　先生（東北大学）�
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大阪医科大学眼科オープンカンファレンスの
ご案内（平成27年１月～４月）

　大阪医大眼科主催のオープンカンファレンスでは毎月１回、招待講師による特別講演
を行っております。どなたでもご自由に参加して頂けますので、是非お越し下さい。

◦１月８日（木） 橋田徳康先生（阪大眼科助教）
� 『ぶどう膜炎治療とDDS（ドラッグデリバリーシステム）』

◦２月12日（木） J.�Fielding�Hejtmancik,�M.D.,�Ph.D.�（Ophthalmic�Genetics�and�
Visual�Function�Branch,�National�Eye�Institute,�National�Institutes�
of�Health,�Bethesda,�Maryland,�USA）

� 『演題名　未定』

◦３月26日（木）  金森章泰先生（神戸大学眼科講師）
� 『視神経症におけるOCTの進歩と活用法』

◦４月23日（木）  植村明嘉先生（名古屋市大大学院医学研究科網膜血管生物学寄附講座教授）
� 『糖尿病網膜症に対する創薬開発』
時　　間：18：00 ～
場　　所：大阪医科大学内臨床第２講堂（臨床講堂棟２階）
　　　　　阪急『高槻市』駅下車徒歩４分
　　　　　ＪＲ『高槻」駅下車徒歩10分

　上記の他にも木曜日にテーマを決めてカンファレンスを行っております。ご希望の方は
医局までご一報頂ければ予定表をお送り致します。

連絡先：
大阪医科大学眼科学教室
池田恒彦
〒569-8686
大阪府高槻市大学町2-7
TEL 072-683-1221
FAX 072-681-8195
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関西医科大学眼科　眼病理スライドカンファレンスの
ご案内（平成27年１月～３月）

　関西医大眼科主催の公開カンファレンスでは、毎年、枚方学舎において、
眼病理スライドカンファレンス、臨床スライドカンファレンスを年２回ずつ
開催しております。
　このたび、下記の通り眼病理スライドカンファレンスを行います。難しい
病理の知識習得ではなく、臨床－病理相関の勉強から日頃の臨床に還元する
ことが目的です。
　関西医科大学同窓会会員以外でも、どなたでもご自由に参加可能ですので、
ご来聴を歓迎いたします。

眼病理スライドカンファレンス �

　　日　時：平成27年１月28日（水）　18：30 ～ 20：30
　　場　所：枚方学舎１階　第１講義室

珍しい症例や診断・治療に苦慮された症例がありましたら、持ち込み可能です。
デジタルプレゼンテーションでご提示ください。

連絡先：
関西医科大学眼科学教室
　　　　　　髙橋　寛二

〒573-1191
枚方市新町２-５-１
ＴＥＬ　072-804-0101
ＦＡＸ　072-804-2039
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第３回　中之島アイセミナーのご案内
 共催：中之島アイセミナー
� 参天製薬株式会社

日　　時：平成27年２月14日（土）　14時30分～ 17時30分

場　　所：住友病院　14階　講堂
　　　　　　大阪市北区中之島5-3-20　TEL（06）6443-1261
　　　　　　（京阪電車　中之島線　中之島駅下車　徒歩３分）

会　　費：1,000円

単　　位：生涯教育専門医単位申請中（３単位予定）

　－プログラム－

　　　１．住友病院　眼科　症例検討発表

　　　２．特別講演『Vogt-Koyanagi-Harada病』

　　　　　　　　　　大黒　伸行　先生（JCHO大阪病院　眼科主任部長）

連絡先：住友病院　眼科　五味　文　　　　　　
〒530-0065　大阪市北区中之島5-3-20

　TEL：06-6443-1261
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第28回「都ノ桜眼科勉強会」のご案内

　眼科臨床における知識と技術の向上、ならびに病診連携の緊密化を目的とした、
気楽な雰囲気の勉強会です。ご多忙中とは存じますが奮ってご参加願います。こ
の会は専門医制度認定（事業番号14789種別B－4、３単位）を受けております。
また運営には大阪府眼科医会より助成を頂いております。なお勉強会終了後、
いつも通り懇親会を予定いたしております。こちらの方も宜しくご参加のほど
お願い致します。

― 記 ―

　　日　時：平成27年２月14日（土）
　　　　　　勉強会 14時30分～17時45分
　　　　　　懇親会 18時～20時

　　場　所：大阪市立総合医療センター
　　　　　　　〒534-0021 大阪市都島区都島本通2-13-22　電話 06-6929-1221
　　　　　　勉強会　３階　第３会議室
　　　　　　懇親会　未定

　　会　費：勉強会1,500円　懇親会6,000円
　　交　通：地下鉄谷町線都島駅下車徒歩２分、JR桜ノ宮駅下車徒歩５分

プログラム
【一般講演】

１．谷原佑子、呉本佳世、森　秀夫（総合医療センター）
� ：胆管炎で発症・再発した転移性眼内炎　　　　　　　　
２．宮保浩子、森　秀夫（総合医療センター）
� ：裂孔原性網膜剥離が疑われた癌の脈絡膜転移　　　　　
３．竹村　准、森　秀夫（総合医療センター）

：精神発達遅滞児に発症した過熱白内障と重篤な網膜剥離 他
【教育講演】森　秀夫　：HLAとはなんだ？　－なくそう苦手意識シリーズ②
【特別講演】清水久雄　：開業医から病院への緑内障患者紹介のポイント

一般演題募集中です。珍しい症例、日常診療の場で難渋した症例などご発表お待
ちしております。FAX 06-6929-1090　眼科　森　秀夫　までお送りください。
締め切りは2015年１月30日とさせていただきます。

連絡先：大阪市立総合医療センター
眼科　　森　秀夫

TEL：06-6929-1221
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第14回近畿弱視斜視アフタヌーンセミナー
―弱視・斜視の基礎と臨床シリーズ―

その７：「斜視と視機能の臨床」
（日眼生涯教育事業　13772）

日　時：平成27年２月21日（土）14時45分～ 18時15分

会　場：大阪リバーサイドホテル（JR環状線�桜ノ宮駅�西出口�歩２分）

講　演：１．先天白内障―最近のトピックス―

� 初川　嘉一（大阪府立母子保健総合医療センター）

　　　　２．先天赤緑色覚異常ケーススタディ　―いかに対応するか―

� 村木　早苗（滋賀医科大学）

　　　　３．麻痺性斜視への筋移動術の変遷

� 西田　保裕（滋賀医科大学）

　　　　４．あなた、どうしてもLASIKを受けたいですか？

� 三宅　三平（勝川三宅眼科）

　　　　５．小児の緑内障に出会ったら

� 杉山　能子（金沢大学）

　　　　ワークショップ：レチノスコピー

� 指導：湖崎　　克　名誉会員＋全メンバー

会　費：医師�3,000円・非医師�1,000円（いずれも当日登録）

主　催：近畿弱視斜視研究会

不二門　尚、初川　嘉一、木村亜紀子、三村　　治、三宅　三平、

森本　　壮、村木　早苗、西田　保裕、野村　耕治、近江源次郎、

佐々本研二、白井　久美、菅澤　　淳、杉山　能子、山縣　祥隆、

横山　　連、内海　　隆

� （以上17名・ABC順）

共　催：参天製薬株式会社

連絡先：事務局　内海　　隆（医療法人�内海眼科医院　072-626-1223）
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第57回YCH眼科ティータイムのご案内
� 共催：YCH眼科ティータイム
� 参天製薬株式会社　　 

日　　時：平成27年２月28日（土）14時00分～ 17時15分

場　　所：淀川キリスト教病院　３階　講堂
大阪市東淀川区柴島１丁目７番50号　TEL（0120）364-489
（阪急千里線　柴島駅下車　徒歩３分）

会　　費：1,000円

単　　位：生涯教育専門医単位申請中（３単位予定）

－プログラム－

　　　１．淀川キリスト教病院　眼科　症例検討発表

　　　２．特別講演『ぶどう膜の診断と治療　最新知見を含めて』
　　　　　　　　　　中井　慶　先生（淀川キリスト教病院　眼科部長）

連絡先：淀川キリスト教病院　　　　　　　　　　
〒533-0024 大阪市東淀川区柴島１-７-50

　TEL：0120-364-489
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第39回大阪医科大学眼科セミナー
プログラム

� （専門医認定事業番号　№�02419）

日　時：平成27年３月14日（土）14時30分～ 18時

場　所：大阪医科大学　臨床第一講堂（阪急『高槻市』駅徒歩４分）

テーマ：『眼科検査』

・一般講演（14時30分～ 15時30分）
　３題予定

・特別講演（15時30分～ 17時30分）
　１）杉山　和久先生（金沢大学医学部眼科学教室 教授）
　　　『緑内障性視野障害を考える（仮）』
　２）大谷　倫裕先生（群馬大学医学部眼科学教室 准教授）
　　　『眼底OCTの読影』

・質疑応答（17時30分～ 18時）

参加費：1,000円
専門医認定カード受付：14時00分～ 16時30分

連絡先：
大阪医科大学眼科学教室
　　　　　　　池田　恒彦
〒569-8686
大阪府高槻市大学町2-7
TEL 072-683-1221
FAX�072-681-8195
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平成27年度
南大阪眼科勉強会開催日程について

� 近畿大学医学部眼科学教室
� 教授　　下村　　嘉一

　この度、下記の日程により平成27年度南大阪眼科勉強会を開催いたします。ご多
忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席賜りますようご案内申し上げます。

１．開催日程

●第120回南大阪眼科勉強会　平成27年２月28日（土）15：00～18：00
●第121回南大阪眼科勉強会　平成27年５月16日（土）15：00～18：00
●第122回南大阪眼科勉強会　平成27年８月29日（土）15：00～18：00
●第123回南大阪眼科勉強会　平成27年10月10日（土）15：00～18：00

２．会　　場

近畿大学医学部附属病院　円形棟３階　小講堂
〒589-8511　大阪府大阪狭山市大野東377-2
TEL：072-366-0221（内線�3233）

３．参 加 費

1,500円

４．主　　催

〒589-8511　大阪府大阪狭山市大野東377-2
近畿大学医学部眼科学教室
TEL：072-366-0221（内線�3233）
FAX：072-368-2559
E-Mail：ganka@med.kindai.ac.jp
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平成26年度 「学術講演会」
「緑内障関連機器のすべて」

日　　時：平成27年１月24日（土）15時～ 17時

場　　所：大阪府医師協同組合　本館８階

講　　演：（1）「最近の緑内障診断・治療における眼圧測定の意義」

� � 講師　大阪医科大学　　　植木　麻理　先生

� （2）「自動動的視野計の現状と今後」

� � 講師　近畿大学　　　　　橋本　茂樹　先生

� （３）「緑内障早期診断におけるOCTの有用性」

� � 講師　京都府立医科大学　上野　盛夫　先生

会　　費：1,000円

○日本眼科学会専門医制度認定事業　申請予定

○大阪府医師会生涯研修認定事業　申請予定

展　　示：賛助会員から出展予定

� 連絡先：一般社団法人大阪府眼科医会

� 会　　長　服部　吉幸

� 担当理事　瓶井　資弘
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平成26年度　医療安全管理講習会のご案内
� 主催：一般社団法人大阪府眼科医会

　ご承知の通り、改正医療法の施行（平成19年４月）に伴い、すべての医療機関は、

医療安全管理及び院内感染対策に関わる職員への研修の実施が義務付けられて

おります。一般社団法人大阪府眼科医会は、会員医療機関の、医療安全対策への

組織的な取り組みを支援するため、下記要領で講習会を開催企画しております。

　受付方法、期間等の詳細は、後日改めてご案内いたしますので、ぜひご活用い

ただきますよう、お願い申し上げます。

－ 記 －

日　　時：平成27年３月14日（土）15時00分～ 17時00分

場　　所：毎日新聞オーバルホール（定員：400名）

　　　　　　大阪市北区梅田3-4-5

受講対象：本会会員、及び従業員の方々

申込受付：後日一般社団法人大阪府眼科医会より通知します

講義内容：

１．「眼科医療機関における院内感染症対策」

　　　松　本　小百合　先生（東大阪市保健所長）

２．「医事紛争の法的責任とクレーマー対策」

　　　横　井　盛　也　先生（横井盛也法律事務所　弁護士）

単　　位：府医生涯研修事業単位及び眼科専門医認定事業

なお、終了後、医療機関単位に受講証明書を発行いたします。

連絡先：一般社団法人大阪府眼科医会

会　　長　服部　吉幸

担当理事　澤井　貞子
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2015年度
豆の木スクールのご案内

2015 年度の「豆の木スクール」を下記のように開催いたします。
日時：2015 年４月 18 日（土曜日）15：30～ 18：10
� 　　　４月 25 日（土曜日）15：00～ 18：15
会場：薬業年金会館（地下鉄谷町線、長堀鶴見緑地線　谷町６丁目下車）

案内状は平成 27 年３月頃に各施設に送付予定です。
第１日目、第 2 日目の開始時間が従来と変わりましたので、ご注意下さい。

尚、講師、講演順番は都合により変更することもあります。

カリキュラム

4 月 18 日（土曜日）　
15：30～15：35（５分） 開講挨拶 湖崎　　淳

15：35～16：00（25分）就業の心構え 湖崎眼科 湖崎　　淳

16：00～16：30（30分）電話の応対 湖崎眼科 池中美恵子

16：30～17：00（30分）医療保険の種別とレセプト 五月が丘坂口眼科 坂口依理子

17：10～17：40（30分）視力検査の初歩について 湖崎眼科 石本美和子

17：40～18：10（30分）検査機器と眼圧、視野などの検査 菅澤眼科医院 吉村　孝代

4 月 25 日（土曜日）　
15：00～16：00（30分）注意すべき疾患 森下眼科 森下　清文

16：00～16：30（30分）コンタクトレンズの基礎知識 イワサキ眼科医院 岩崎　直樹

16：40～17：10（30分）眼科で使う薬 つつみ眼科 堤　　武文

17：10～17：40（30分）消毒と管理 多根記念眼科病院 谷岡　裕子

17：40～18：10（30分）医療感染廃棄物について 東田眼科 東田みち代

18：10～18：15（５分） 閉会の辞 湖崎　　淳

� 一般社団法人大阪府眼科医会
� 会　　長　服部　吉幸
� 担当理事　湖崎　　淳
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第１回学校医総合講習会のご案内
� 主催：一般社団法人大阪府眼科医会
 後援：一般社団法人大阪府医師会

　本会は眼科学校医の資質向上を目的に、大阪府医師会の指定学校医制度の運営
に積極的に参加してまいりましたが、この度、同制度の認定事業として下記のと
おり標記講習会を当会主催で開催する運びとなりました。本講習会は従来の学校
医基礎講習会に相当する会で、受講することにより指定学校医になるために必要
な基礎研修単位を取得することができます。会場の関係で人数に制限を設けての
開催となり、また学校医の初任者や就任予定者を優先させていただきますが、多
少の余裕が見込まれますので受講をご希望の方は本用紙をご利用になり下記の要
領でお申込みください。

記

日　　時：平成27年２月12日（木）午後２時～午後３時30分
場　　所：大阪市天王寺区上本町２－１－20－５Ｆ
　　　　　大阪府眼科医会　事務所「会議室」
内　　容：１部　学校医の職務について（府医により定められたもの）
　　　　　２部　眼科健診について　
会　　費：無料
定　　員：35名
単　　位：大阪府医師会�指定学校医制度１単位（基礎研修）
申込方法：下記に必要事項をご記入のうえ、平成27年１月23日（金）までに

FAX（06－6762－3757）にてお申込みください。後日、受講証を
発送させていただきます。申込み多数の場合は抽選とさせていただ
き、非該当者にはその旨を通知させていただきます。

お問い合わせ：一般社団法人大阪府眼科医会
会　　長　服部　吉幸
担当理事　宮浦　　徹

　�
FAX：06-6762-3757（大阪府眼科医会事務所）

平成27年２月12日（木）の学校医総合講習会への参加を希望します。

地　区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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集談会、講習会での託児補助を開始

　一般社団法人大阪府眼科医会では、眼科女性医師が研修を受けやすい環境を整え
てキャリアアップを支援することを目的に、平成26年度より大阪府眼科医会が主催
する下記講演会での託児施設利用に係る費用の一部を補助いたします。育児中の女
性医師の先生は、必要な場合には本事業を活用してください。

対象講習会：
　毎日新聞オーバルホールおよびブリーゼプラザを利用する大阪眼科集談会６回と
医療機器販売業等の営業所管理者継続的研修会、医療安全管理講習会と医師協同組
合を利用する眼科学術講演会と低視覚者社会適応訓練講習会の計10回の講習会。な
お、医師協同組合利用時には近くに託児施設を用意できないため、下記の②、③の
補助のみとなります。

対　象　者：一般社団法人大阪府眼科医会会員

要　　　綱：
　上記講習会出席時に託児した場合に、利用に要した費用の一部を補助します。
　託児補助利用者は、後日、所定の申請書（大阪府眼科医会に要求またはHPより
ダウンロード）により、講習会などの当日、当該時間帯での託児利用状況と利用に
要した費用の領収書と講習会出席を証明するもの（専門医単位取得証明または会費
領収書）のコピーを１カ月以内に眼科医会にご提出（郵送またはFAX）ください。
後日、費用の半額（上限4,000円）を眼科医会からお支払いいたします。なお支払
方法の詳細については大阪府眼科医会までご相談ください。

利用託児施設：
　①　「キッズスクエアハービスOSAKA」

　ハービスPLAZA５階にあります。大阪府眼科医会の会員である由と参加講
演会を申し出れば当日、当該時間に託児できます。事前に電話（06-6343-7530）
して予約してください。対象児は０歳児から小学６年生まで、利用費用は１時
間2,500円です。また、利用時には施設の利用規約に同意して従っていただく
必要があります。

　②　利用者の近隣の託児施設
　③　自宅でのベビーシッター
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