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委員会

委員長 池田由美 （東京都立大学）
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会 長

副会長

広 報 局

広報部

機関誌編集部
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部長 小山貴之 （日本大学）

局長 山手千里 （東京衛生学園専門学校）
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研究推進部
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総務部
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部長 岡安 健 （東京医科歯科大学
医学部附属病院）

局長 豊田 輝 （帝京科学大学）
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次長 工藤弘之 （大久野病院）
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部長 石塚佳久 （田無病院）

部長 小澤伸治 （佐々総合病院）
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局長 板倉尚子 （日本女子体育大学健康管理センター）
次長 信太奈美 （東京都立大学)
次長 鈴木享之 （長汐病院）
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部長 伊東 彰 （武蔵野赤十字病院）

部長 渡邊祐介 (浮間中央病院）

部長 多賀留美 （東京都理学療法士協会）

部長 野々山真樹 （日本女子体育大学
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千葉哲也 （玉川病院）

業務執行理事
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原島宏明 （総合東京病院）

業務執行理事

林 弘康

（八王子生協城山病院）

業務執行理事

局長 中澤幹夫 （多摩丘陵病院）

次長 知脇 希 （帝京平成大学）

地域活性局

各地区ブロック(※詳細は別紙)

千葉哲也 （玉川病院）

業務執行理事

国際部
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林 弘康

（八王子生協城山病院）



部長 伊藤滋唯 （ケアセンター南大井） 部長 永見直明（多摩丘陵病院）区中央部・区南部・島しょブロック部

区西南部・区西部ブロック部

区西北部ブロック部

区東北部・区東部ブロック部

西多摩・南多摩ブロック部

部長 卜部吉文 （大橋病院）

部長 今井覚志 （慶応義塾大学病院）

部長 下河辺雅也 （山田記念病院）

北多摩ブロック部 部長 竹田紘崇 （杏林大学医学部付属病院）

大田区支部

品川区支部

千代田区支部

中央区支部

支部長 友清直樹 （山王リハビリ・クリニック）

支部長 伊藤滋唯 （ケアセンター南大井）

支部長 秋保光利 （三井記念病院）

支部長 金井 良 （専門学校東京医療学院）

中野区支部

杉並区支部

世田谷区支部

新宿区支部

支部長 原 辰成 （総合東京病院）

支部長 大澤諭樹彦 （老健くぬぎ）

支部長 鹿島雄志 （株式会社りはっぴぃ）

支部長 田中尚喜 （JCHO東京新宿メディカルセンター）

町田市支部

八王子市支部

福生市支部

羽村市支部

支部長 永見直明 （多摩丘陵病院）

支部長 佐々木良 （みなみ野病院）

支部長 植松博幸 （公立福生病院）

支部長 佐藤文雄 （羽村三慶病院）

青梅市支部

あきる野市支部

瑞穂町支部

日の出町
奥多摩村
檜原村支部

支部長 長 正則 （高木病院）

支部長 廣實伸治 （あきる台病院）

支部長 佐藤雄介 （介護老人保健施設 菜の花）

支部長 工藤弘之 （大久野病院）

台東区支部 支部長 齋藤 雄 （台東病院）

多摩市支部 支部長 内田 学 （東京医療学院大学）

立川支部 支部長 保科和央 （栄福祉会）

港区支部 支部長 新井保久 （済生会中央病院）

江戸川区支部 支部長 笠原剛敏 （東京臨海病院）

北区支部

板橋区支部

豊島区支部

練馬区支部

支部長 卜部吉文 （大橋病院）

支部長 北田利弘 （竹川病院）

支部長 鈴木享之 （長汐病院）

支部長 高橋勇貴 （練馬光が丘病院）
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地域活性局

墨田区支部 支部長 輪違弘樹 （エバーウォーク）

足立区支部 支部長 山ノ内聖一 （福岡クリニック）

日野市支部 支部長 小林健一 （康明会ホームケアクリニック）

江東区支部 支部長 渡辺信隆 （訪問看護ステーションたんぽぽ）

葛飾区支部 支部長 天野智文 （イムス葛飾ハートセンター）

西東京市支部 支部長 小澤伸治 （佐々総合病院）

清瀬市支部 支部長 宮田恒徳 （清瀬リハビリテーション病院）

小平市支部 支部長 松本徹也 （緑成会病院）

武蔵野市支部 支部長 前床 剛 （武蔵野陽和会病院）

文京区支部 支部長 岡安 健 （東京医科歯科大学医学部附属病院）

国分寺市支部 支部長 原嶋崇人（さわやか訪問看護リハビリステーション）

調布市支部 支部長 小林昂将 （多摩川病院）

三鷹市支部 支部長 竹田紘崇 （杏林大学医学部付属病院）

渋谷区支部 支部長 山中誠一郎 （初台リハビリテーション病院）

目黒区支部 支部長 田中佳紀 （きむらてつや整形外科）

府中市支部 支部長 岩見俊哉 （オムソーリ訪問看護リハビリ
ステーション府中）
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東村山市支部 支部長 青木慶司 （緑風荘病院 介護老人保健施設
グリーン・ボイス）

島しょ支部 支部長 小泉裕一 （神津島村保健センター）


