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人 生 を 支 え る 医 療 を 目 指 す

公益社団法人

5

医療政策

つの柱

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。

1.
2.

コロナ禍での医療提供体制の堅持・拡充とコロナ禍で
停滞を余儀なくされている社会、経済活動の
再活性化に向けた対策

ポストコロナに向けてヘルシーシティ東京の実現と
将来的な医療提供体制の充実

3.
4.
5.

社会保障制度、保険診療等の進化と
見直しを東京都医師会から提言

都民のための医師会組織の強化

都民への正確で適切な情報提供と
医師会組織への更なる理解促進

令和 3・4 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。

会長

President

尾﨑 治夫

Ozaki Haruo

［東久留米市医師会］

４期目を任せていただくことになりました。
新型コロナの収束、そしてポストコロナで迎える少子超高齢社会に向け、
「チーム尾﨑」一体となって都民のための医療の実現を目指します。

副会長（３名）
Vice Presidents

猪口 正孝

角田

医療情報／地域医療／救急・災害担当

総務／人事企画／疾病対策／学校保健／医療支援／産業保健担当

Inokuchi Masataka
［葛飾区医師会］

地域医療、救急・災害、新型コロナ感染

症などの入院医療提供体制と医療情報を
担当します。地域医療計画、地域医療構
想などを通じて、住みよい東京を作って
いきたいと思っています。

Kakuta Tohru

徹

［三鷹市医師会］

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］

新型コロナ対応に全力で当たり、変化す

医療介護、医療保険、広報等を担当しま

強化と発展を目指します。予防医療に力

をあぶり出す一方、有事を理由に岩盤を

る社会的ニーズを踏まえた医師会組織の
を注ぎ、地域性を意識した施策を進めま

す。学校での健康教育等の充実に協力し、
また現場の医療環境安定化に努めます。

す。COVID-19 は地域医療の弱点・課題

崩す機会も得ました。オンライン診療、
メガ在宅との連携、医療情報共有等を検
証し、あるべき姿を提言します。

落合 和彦
Ochiai Kazuhiko

学術・教育担当［慈恵医師会］

理事（15 名）

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

Directors

術・教育、勤務医、次世代・女性医師

支援、専門医制度、母体保護法などを
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

蓮沼

医療支援担当［順天堂大学医師会］

総務／人事企画／医療支援担当［日本橋医師会］

医療安全対策、医療事故調査制度、精

公益社団法人としての東京都医師会に

当します。会員の皆様に、安心かつ安

制、医療法人、医療廃棄物、開業支援、

Kobayashi Hiroyuki

度管理、健康食品、患者相談窓口を担
全な診療を提供できるよう、日々精進
してまいります。

目々澤

Memezawa Hajime

肇

剛

Hasunuma Takeshi

おける総務、人事企画、医業経営、税

エコロジー、タバコ対策を統括します。

鳥居
Torii Akira

明

医療情報担当［江戸川区医師会］

疾病対策担当［世田谷区医師会］

医療情報を担当します。コロナ・イン

コロナ禍を踏まえて通常医療の重要性

療機関へ提供し、ご活用いただきまし

感染症対策を積極的に行います。特定

フルエンザ WEB システムを都内全医

た。東京総合医療ネットワークは参加

を鑑み、生活習慣病対策、がん対策、
健診・がん検診、健康教育を通じて予

14 病院に拡大し、診療所の参加募集

防医療に取り組みます。医療の現場に

新井

西田 伸一

も始まります。

Arai Satoru

悟

即した疾病対策と情報提供を行います。

Nishida Shinichi

救急・災害担当［杉並区医師会］

医療介護福祉担当［調布市医師会］

前期に引き続き、救急・災害医療を担当

かかりつけ医機能の推進を軸に、CO

した東京都の救急医療対策、激甚化する

職種連携、認知症支援について、引き

します。新型コロナウイルス感染症で逼迫

水害、地震災害を見据えた災害医療の強
靭化に努めます。

VID-19 自宅療養支援、在宅医療、多
続き全力で取り組んで参ります。ご指
導よろしくお願いいたします。

監事（２名）
Auditors

齋藤 寛和
Saito Hirokazu

［小金井市医師会］

東京都医師会の役割はコロナ禍におい

てますます重要性を増しています。

「東京から日本の医療改革を進める！」
というチーム尾﨑の心意気を監事として
支えていきます。

稲葉 貴子
Inaba Takako

［杉並区医師会］

監事として理事会、各種会議に出席

し、会務の執行状況、経理等を監査致

します。医療・介護・福祉事業に関わ

る各種の活動が適切に行われるように、
執行部に協力・支援してまいります。

川上 一恵

土谷 明男

疾病対策／学校保健担当［渋谷区医師会］

医療介護福祉／地域医療担当［江戸川区医師会］

乳幼児保健、学校保健など子どもに関

医療介護福祉と地域医療を担当しま

を担当します。コロナ禍での子育て支

んの連携が一層深まるように尽力いた

Kawakami Kazue

すること全般と感染症対策、予防接種
援、安心安全なワクチン接種の実施な
どに注力してまいります。

Tsuchiya Akio

す。先を見据えながら、関係する皆さ
します。

弘瀨 知江子

佐々木

学校保健担当［大森医師会］

地域医療担当［浅草医師会］

主に学校保健を担当します。今般のコ

地域医療、介護保険、医師会共同利用

その都度対応してまいりました。この２

療構想・地域包括ケア等を通して、適

Hirose Chieko

ロナ禍では、教育現場の混乱に対し、
年間の経験を活かし、更に飛躍してい

きます。また、難病疾患対策にも今まで
以上に積極的に取り組んでいきます。

黒瀨

Kurose Iwao

巌

聡

Sasaki Satoshi

施設を担当します。医療計画・地域医
切な地域医療の推進に向けて取り組ん
でまいります。

水野 重樹
Mizuno Shigeki

医療保険担当［新宿区医師会］

出版・広報／産業保健担当［板橋区医師会］

社会保険を中心に生活保護医療、労災

産業医、スポーツ医、出版・広報を担

の皆様が適正な診療を受けられるよう

の健康維持増進を目的に活動し、また

保険、自賠責保険を担当します。都民
に誠心誠意努めてまいります。更に、
TMA 近未来医療会議を開催し、社会
保障改革を提言します。

当します。就労の有無に関わらず都民
広報を通してヘルスリテラシーを推進
する活動も行ってまいります。

市川 菊乃

大坪 由里子

救急・災害／外国人医療／次世代・女性医師・男女
共同参画／医療関連職種担当［墨田区医師会］

経理担当［世田谷区医師会］

担当が多岐にわたっておりますが、会

医療、医療保険に尽力します。一つ一

Ichikawa Kikuno

長をはじめ副会長、理事の先生方にご

指導いただきながら情報を共有して、
課題とボーダレスにバランスよく向き

Otsubo Yuriko

経理を担当します。副担当として地域
つ誠実に向き合い、東京都の医療のた
めに頑張ります。

合っていきたいと思います。

代議員会（２名）
Delegation

窪田 美幸

指田

議長［世田谷区医師会］

副議長［西東京市医師会］

代議員会議長として代議員会の円滑か

地区医師会の代議員である諸先生方の

部と代議員の先生方との橋渡しができ

部の活動に反映されるように、スムー

Kubota Miyuki

つ活発な運営に努めるとともに、執行
るように全力で取り組んでまいります。

Sashida Jun

純

ご意見を広く聞かせていただき、執行
ズな議事の進行、活発な議論ができる
ように努めてまいります。
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