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人生を支える医療を目指す



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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つの7医療政策

柱

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

安心して産み育てられる東京の実現と
ヘルスリテラシーを身につけるための健康教育の実施

病院救急車を活用した在宅医療支援体制の確立と
災害時の病院機能の強化

東京都死因究明推進・監察医制度の全都的展開

次世代の若手医師、女性医師に対するサポートと
働き方改革、新専門医制度への対応

東京オリンピック・パラリンピックに向けて医療提供体制の
確立・対応力の向上（訪日外国人医療、Mass Gathering 
Medicine、熱中症、感染症等）と関係機関との連携

タバコ対策とフレイル対策をさらに徹底し、
高齢化が進む東京都で真の健康寿命延伸を目指すため、
全世代にわたって都民を医療面から支援



副会長（３名）
Vice Presidents

猪口  正孝
Inokuchi Masataka
医療情報／地域医療／救急・災害担当
［葛飾区医師会］

医療情報、地域医療、救急・災害医療を
担当します。地域医療計画、地域医療構
想、地域包括ケア、オリンピック・パラ
リンピック、ICT、AIなどを含み、2025
年以降の住みよい社会を目指します。

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］

医療保険、広報、学術、医療介護福祉な
どを担当します。期限が迫る地域包括ケ
ア構築に向け、新たな「在宅療養モデル」
「認知症施策」「医療介護人材対策」を創り
上げ、東京から全国に発信します。

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

医師会組織の強化と更なる発展に努め、
疾病対策では全世代にわたる予防医療に
力を注ぎます。ますます重要となる学校
医活動をしっかりと支援します。また、
時代とともに複雑化する社会状況を踏ま
え、現場の医療環境の安定化を図ります。

会長 President

令和元・2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、
“東京から日本の医療を変えていく”という
使命感と行動力で医療政策実現に向け、
総力を持ってまい進してまいります。

尾﨑  治夫 Ozaki Haruo
３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年の東京オリン
ピック・パラリンピック、そして2025年からのさらに進んだ超高齢社会に対応す
るため、「第３次チーム尾﨑」一丸となって、「東京から日本を変える」という意気
込みを持って、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］

前期に続き、大学医師会の推薦により
理事を拝命しております。従来からの学
術・教育に加えて、倫理、勤務医、専
門医制度、次世代医師・女性医師支援、
医師臨床研修などを担当させていただ
きます。何卒よろしくお願いいたします。

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
当します。会員の皆様に、安心かつ安
全な診療を提供できるよう、日々精進
してまいります。

蓮沼　剛
Hasunuma Takeshi
総務／人事企画／医療支援担当［日本橋医師会］

公益社団法人としての東京都医師会に
おける総務、人事企画、医業経営、税
制、医療法人、医療廃棄物、開業支援、
エコロジー、タバコ対策を統括します。

理事（15名）
Directors

鳥居　明
Torii Akira
疾病対策担当［世田谷区医師会］

特定健診・がん検診を通じ、生活習慣
病対策・がん対策・感染症対策を積極
的に行い、予防医療を重視し、医療現
場の実情に即した疾病対策と迅速な情
報提供を行います。

目々澤　肇
Memezawa Hajime
医療情報担当［江戸川区医師会］

都内の病院の電子カルテを相互閲覧可
能にする「東京総合医療ネットワー
ク」はこれまで不可能とされてきた複
数のメーカー同士の連携を実現しまし
た。今後は診療所からの閲覧実現を目
指します。

天木　聡
Amaki Satoshi
出版・広報／産業保健／地域医療担当［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
構築および地域医療の充実に努めま
す。３期目も全力でがんばります。

島﨑  美奈子
Shimazaki Minako
経理担当［目黒区医師会］

経理、訪日外国人医療を担当します。
副担当として医療情報、学術・教育、
女性医師支援に尽力します。実行力の
ある医師会へ、3期目もアクティブに
推進します。

新井　悟
Arai Satoru
救急・災害担当［杉並区医師会］

救急・災害医療、東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会を担当いたします。
高齢者の需要が増大する東京都の救急
医療、首都直下地震・南海トラフ地震を
見据えた災害医療、東京2020大会での
救急・災害医療対策に全力で努めます。

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

多くの先生方にかかりつけ医機能を発
揮していただけるよう、地区医師会と
協力してしっかりと支援体制を構築し
ます。諸先生方のご指導ご協力を何卒
よろしくお願いいたします。



監事（２名）
Auditors

赤上　晃
Akagami Akira
［八王子市医師会］

監事の立場より理事会、各種会議等に
出席して事業活動全般について分析し
適時意見を述べさせていただくと共に、
「東京から日本の医療改革を進めてい
く」という一貫した尾﨑イズムの推進に
向け支援協力していく所存です。

椿　哲朗
Tsubaki Tetsuro
［浅草医師会］

会務の執行状況や経理につき調査し、
適時意見を述べて公正な立場で監査す
るとともに、全世代にわたって都民を
医療面から支援する東京都医師会の活
動を監事として支えます。

川上  一恵
Kawakami Kazue
疾病対策／学校保健担当［渋谷区医師会］

乳幼児保健、学校保健、疾病対策（小
児、感染症）、救急（小児）など子ども
に関わること全般を担当します。児童
虐待の予防、安心・安全な予防接種の
実施などに力を注ぎます。

土谷  明男
Tsuchiya Akio
医療介護福祉／地域医療担当［江戸川区医師会］

医療介護福祉と病院を担当します。各
施設間の連携が今まで以上に大切にな
ります。東京都医師会がその橋渡しと
なるべく尽力いたします。

弘瀨  知江子
Hirose Chieko
学校保健担当［大森医師会］

学校保健担当となり教育現場における
がん教育、性教育など医療機関と連携
しながら取り組んでいきます。また難
病などの疾病対策にも積極的に関わっ
ていきます。

魚住　葵
Uozumi Aoi
医療保険担当［江東区医師会］

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、公務災害を担当させていただ
いております。全力で職責を果たす所
存であります。

佐々木　聡
Sasaki Satoshi
地域医療担当［浅草医師会］

地域医療・地域医療構想・地域包括ケ
アなどを担当させていただきます。医
師と多職種と地域住民および地区医師
会の連携・協働が進みますよう、全力
で取り組んでまいります。

黒瀨　巌
Kurose Iwao
医療保険担当［新宿区医師会］

社会保険を中心に保険診療全般、生活
保護医療、労災保険、自賠責保険を担
当いたします。医療環境を一層充実さ
せ、都民に適正な診療が担保されるよ
う誠心誠意努めてまいります。



公益社団法人
東京都医師会

人生を支える医療を目指す

www.tokyo.med.or.jp

〒101-8328　東京都千代田区神田駿河台2-5
Tel. 03-3294-8821（代表）　Fax. 03-3292-7097

■アクセス
JR中央・総武線　御茶ノ水駅　御茶ノ水橋出口　下車徒歩約３分
東京メトロ丸ノ内線　御茶ノ水駅　下車徒歩約４分
東京メトロ千代田線　新御茶ノ水駅　下車徒歩約５分
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東京都医師会

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

医療における信頼の確立を目指す

在宅医療
都立病院
医師会

保健医療
公社

福祉施設
介護施設

大学医師会
歯科医師

リハビリ職

介護支援
専門員

訪問看護師
介護福祉士

救急医療 地区医師会
診療所・民間病院

東京都医師会
医療施策として提言を具現化

生活者

医療介護福祉 西田  伸一
疾病対策 川上  一恵
医療介護福祉 土谷  明男
学校保健 弘瀨  知江子
医療保険 魚住  葵
地域医療 佐々木  聡
医療保険 黒瀨  巌

 会 長
尾﨑  治夫

副会長
猪口  正孝
⻆田  徹
平川  博之

監 事 赤上  晃
 椿  哲朗

理 事
学術・教育 落合  和彦
医療支援 小林  弘幸
総務 蓮沼  剛
医療情報 目々澤  肇
出版・広報 天木  聡
疾病対策 鳥居  明
経理 島﨑  美奈子
救急・災害 新井  悟

薬剤師


