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地域の生活者と地区医師会が主役
東京都医師会は、地域の生活者のために
地区医師会と多職種団体との連帯・協働で、
東京全体を見据えた「医療提供体制」と「地域包括ケア」の
具現化を積極的に推進します。
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構想区域（従来の二次保健医療圏）にとらわれない
医療提供体制の構築と各種事業の展開
保健医療計画の改定に向け、東京都全体を見渡しながら、がん診療は全都的展開、
脳卒中、心臓病は隣り合う二次保健医療圏、糖尿病は区市町村レベルで
より細かい食事・運動指導を行うなど、東京の医療体制の実態を考慮した事業展開を目指して、
行政と議論を重ねていきます。
効率的に質の高い医療提供体制を構築するため、医療情報の連携を推進します。

病院救急車による高齢者搬送システムを核とした在宅医療支援体制の確立
東京の救急医療が限界となっている現在、ますます増える高齢者の搬送について、
救急救命士が同乗した病院救急車の活用を提案してきました。
現在葛飾区、八王子市、町田市で展開されていますが、今後はこれを拡充していき、
将来的には、二次救急病院すべてに病院救急車を配備し、高齢者搬送の全都的な展開を目指します。
かかりつけ医が在宅医療に取り組むことを支援する体制を構築します。

生涯をつなぐ保健という観点からの母子保健（乳幼児保健）、学校保健、産業保健、
老人保健の見直し、および健診・検診制度（特定健診の適用年齢・胃がん検診等）の見直し
生涯にわたる保健をつなぐことによって全都民がしっかりとした健康リテラシーを持ちながら、
健康増進を目指せるようにしていきます。

会員が安心して医療に集中できる環境の整備
（新規開業・医業継承のサポート、モンスターペイシェント対策等）
特に医業継承については、今期、具体的な取り組みをスタートさせます。

次世代医師育成のための医学生、研修医、若手勤務医に対する積極的なサポート
専門医制度、医師の働き方問題などとも考え合わせながら、地域医療、医師会活動にも理解ある若手医師を育てていきます。

東京オリンピック・パラリンピックに向けて求められる医療提供体制の確立
（熱中症、感染症、訪日外国人医療等）と関係機関との連携
実質あと3年に迫ってきた東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、
医療提供体制の確立と関係機関との連携に取り組んでいきます。

疾病予防としてのタバコ対策と介護予防としてのフレイル対策を
徹底し、高齢化がさらに進む東京都で真の健康寿命延伸を目指す
まず受動喫煙防止の法的整備、次に喫煙者がスムーズに禁煙治療を受けられる
体制づくり、および子どもたちが将来タバコに手を出さない教育などを進めていきます。
フレイル対策についても具体的な展開ができるよう尽力します。



副会長（３名）
Vice Presidents

会長 President

猪口  正孝
Inokuchi Masataka
病院・防災／地域医療／医療情報担当
［葛飾区医師会］

病院・防災・救急・地域医療構想・地域
医療計画・地域包括ケア・医療情報・オ
リンピック・パラリンピック・外国人医
療等が担当です。今年度が勝負だと思っ
てがんばります。

平川  博之
Hirakawa Hiroyuki
経理／医療保険／出版・広報／学術・教育／医療介護福祉担当
［八王子市医師会］

地域の特性に合わせて「地域包括ケアシス
テム」と「地域医療構想」を統合すること
で、住み慣れた街で親しい人たちといつ
までも暮らせる街づくりを目標にします。

⻆田　徹
Kakuta Tohru
総務／人事企画／疾病対策／学校保健／医療支援担当
［三鷹市医師会］

都医組織の強化と発展に努め、疾病対策
では予防医療に一層の力を注ぎます。学
校医活動の充実を図り、会員の活動環境
の安定化を目指します。

平成29・30年度

東京都医師会役員のご紹介
地域医療現場からの貴重な声を活かし、
“東京都から日本の医療を変えていく”という
使命感と行動力で政策実現に向け、
総力を持ってまい進してまいります。

尾﨑  治夫 Ozaki Haruo
２期目の東京都医師会の舵取りを任せていただきました。2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック、2025年のさらに進んだ超高齢社会に向け、しっかりとした
東京の医療提供体制が整うよう、「第２次チーム尾﨑」一丸となって、職務にまい進
してまいります。

［東久留米市医師会］



落合  和彦
Ochiai Kazuhiko
学術・教育担当［慈恵医師会］

このたび大学医師会の推薦により理事
を拝命いたしました。主に学術・教育
を担当させていただきます。大学勤務
医と東京都医師会の橋渡し役として尽
力させていただく所存でございます。

渡辺　象
Watanabe Sho
地域医療担当［大森医師会］

現在都内の各地域で構築されつつある
地域包括ケアシステムの質の担保が重
要であると考えます。多職種協働を軸
に地区医師会の活動をしっかりと支援
していきます。

橋本  雄幸
Hashimoto Katsuyuki
総務／人事企画担当［港区医師会］

総務担当の主業務は、会務運営と会員
のための事業です。医師会の会員増や
組織強化、若手医師への啓発活動を強
化し、会員が安心して診療できる環境
作りに努めてまいります。

理事（15名）
Directors

正木  忠明
Masaki Tadaaki
学校保健担当［江東区医師会］

今年度より始まる、学校におけるがん
教育に向け東京都医師会を中心に地区
医師会の学校医、学校関係者（特に養
護教諭）、教育庁との連携を密にして
推進していきたいと考えています。

小林  弘幸
Kobayashi Hiroyuki
医療支援担当［順天堂大学医師会］

医療安全対策、医療事故調査制度、精
度管理、健康食品、患者相談窓口を担
当しています。医療事故調査制度の安
定、モンスターペイシェント対策シス
テムの構築を目指します。

蓮沼　剛
Hasunuma Takeshi
医療保険担当［日本橋医師会］

社会保険、国民健康保険、後期高齢者
医療、生活保護医療、労災保険、自賠
責保険、公務災害、タバコ対策を担当
しております。

目々澤　肇
Memezawa Hajime
医療情報担当［江戸川区医師会］

今期も医療情報を担当させていただき
ます。病院の電子カルテを相互接続す
る「東京総合医療ネットワーク」がい
よいよ起動することになりました。ど
うぞご期待ください。

森久保  雅道
Morikubo Masamichi
地域医療担当［日野市医師会］

尊厳をもった死を迎えるために、在宅
医療協議会でかかりつけ医の在宅医療
環境を整えます。監察医制度の全都的
展開を目指します。中小病院・有床診
療所の課題に取り組みます。

天木　聡
Amaki Satoshi
出版・広報担当［板橋区医師会］

東京都民と医師会会員への迅速で正確
な情報の提供と会員からの情報収集を
行い、かかりつけ医と産業医の連携の
構築に努めます。２期目も全力でがん
ばります。



監事（２名）
Auditors

赤上　晃
Akagami Akira
［八王子市医師会］

「日本の医療の変革を東京都から」と
いうスローガンのもと、新チーム尾﨑
一丸となり重点政策の実現に向けてス
タートいたしました。各種事業活動の
執行状況の説明を適時求め、監事の立
場より支援協力していきます。

椿　哲朗
Tsubaki Tetsuro
［浅草医師会］

尾﨑治夫会長をはじめ新執行部が進め
るさまざまな施策に対して、公正な立
場で会務の進捗や経理状況を見極めな
がら監査し、適時意見を述べて支援い
たします。

鳥居　明
Torii Akira
疾病対策担当［世田谷区医師会］

生活習慣病、がん対策など成人の疾病
対策、予防医療を担当いたします。医
療現場の実状を考慮し、迅速な対応と
正確な情報提供を心がけたいと考えて
おります。

島﨑  美奈子 
Shimazaki Minako
経理担当［目黒区医師会］

経理・外国人医療・次世代医師支援を
担当。副担当として医療情報・医療安
全対策・タバコ対策に尽力します。実
行力のある医師会へ、２期目もアク
ティブに推進します。

新井　悟 
 Arai Satoru
病院・防災担当［杉並区医師会］

病院、救急災害、東京オリンピック・パ
ラリンピックの担当です。東京特有の地
域医療構想、救急医療の維持・向上、
テロを含む災害医療、東京オリ・パラ
の医療提供体制の確立を行います。

西田  伸一
Nishida Shinichi
医療介護福祉担当［調布市医師会］

地域包括ケアシステム構築に向け行政
と両輪体制で取り組みます。かかりつ
け医のプライマリケア機能の充実と、
在宅医療の24時間体制の確立を目指
して尽力いたします。

川上  一恵 
Kawakami Kazue
疾病対策担当［渋谷区医師会］

乳幼児の保健（健診や予防接種）およ
び疾病、小児および成人の難病や感染
症などの疾病対策を担当いたします。
さらに保育園・幼稚園の園医活動の支
援にも取り組んでまいります。

土谷  明男 
Tsuchiya Akio
医療介護福祉担当［江戸川区医師会］

医療介護福祉を担当いたします。自分
や家族がいつの日か関係することで
す。そしてその関わり方は様々です。
関係するそれぞれの立場に身をおい
て、できる限りがんばります。



東京都医師会は
地域から東京都全体の生活者を支える
医療提供体制と地域包括ケアを実現します
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