
【資料第4号別紙1】

平成27年7月24日現在

№ 役職 区　分 氏　名 団体・職名

1 委員 学識経験者 武藤　正樹 国際医療福祉大学大学院教授

2 委員
学識経験者
検討部会長

田城　孝雄
放送大学大学院教授
在宅医療検討部会長

3 委員 医師会 須田　均 小石川医師会会長

4 委員 医師会 金　吉男 文京区医師会会長

5 委員 歯科医師会 志賀　泰昭 小石川歯科医師会会長

6 委員 歯科医師会 安東　治家 文京区歯科医師会会長

7 委員 薬剤師会 川又　靖則 文京区薬剤師会会長

8 委員 大学病院 坂本　篤裕 日本医科大学付属病院院長

9 委員 大学病院 木原　和徳 東京医科歯科大学医学部附属病院病院長

10 委員 大学病院 代田　浩之 順天堂大学医学部附属順天堂医院院長

11 委員 大学病院 齊藤　延人 東京大学医学部附属病院病院長

12 委員 都立病院 鳶巣　賢一 がん・感染症センター都立駒込病院院長

13 委員
学識経験者
検討部会長

松平　隆光
日本小児科医会会長
小児初期救急医療検討部会長

14 委員
学識経験者
検討部会長

平野　浩彦
東京都健康長寿医療センター専門副部長
高齢者・障害者口腔保健医療検討部会長

15 委員 保健所長 石原　浩 文京区保健衛生部長・文京保健所長

敬称略

任期；平成27年7月24日から平成29年7月23日まで

文京区地域医療連携推進協議会委員名簿

１／４



平成27年7月24日現在

№ 役職 区　分 氏　名 団体名・役職

1 部会長 学識経験者 松平　隆光 日本小児科医会会長

2 委員 医師会 内海　裕美 小石川医師会副会長

3 委員 医師会 大塚　宜一 文京区医師会理事

4 委員 大学病院 伊藤　保彦 日本医科大学付属病院小児科部長

5 委員 大学病院 土井　庄三郎 東京医科歯科大学大学院小児・周産期地域医療学教授

6 委員 大学病院 高橋　健 順天堂大学小児科学教室准教授

7 委員 大学病院 犬塚　亮 東京大学医学部小児科講師

8 委員 都立病院 千賀　達子 東京都立大塚病院小児科医長

9 委員 区民代表 北條　みづ枝 ラッコの会

10 委員 区民代表 戸野塚　一枝 子育てサロン

11 委員 保健所 石原　浩 文京区保健衛生部長・文京保健所長

敬称略

任期；平成27年7月24日から平成29年7月23日まで

文京区地域医療連携推進協議会小児初期救急医療検討部会名簿

２／４



平成27年7月24日現在

№ 役職 区　分 氏　名 団体名・役職

1 部会長 学識経験者 平野　浩彦 東京都健康長寿医療センター専門副部長

2 委員 学識経験者 白井　淳子 東京都福祉保健局医療政策部歯科担当課長

3 委員 歯科医師会 佐藤　文彦 小石川歯科医師会副会長

4 委員 歯科医師会 岩渕　雅諭 小石川歯科医師会担当理事

5 委員 歯科医師会 谷田部　優 文京区歯科医師会副会長

6 委員 歯科医師会 佐藤　正孝 文京区歯科医師会理事

7 委員 大学病院 中根　綾子
東京医科歯科大学歯学部附属病院
摂食嚥下リハビリテーション外来　外来医長

8 委員
訪問看護ステー
ション連絡会

小嶋　奈々子 千駄木訪問看護ステーション管理者

9 委員 障害者団体 住友　孝子 文京区心身障害福祉団体連合会理事

10 委員 保健所 石原　浩 文京区保健衛生部長・文京保健所長

敬称略

任期；平成27年7月24日から平成29年7月23日まで

文京区地域医療連携推進協議会 高齢者・障害者口腔保健医療検討部会名簿
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平成27年7月24日現在

№ 役職 区　分 氏　名 団体名等

1 部会長 学識経験者 田城　孝雄 放送大学大学院教授

2 委員 学識経験者 英　裕雄 全国在宅医療推進協会理事

3 委員 医師会 加藤　裕昭 小石川医師会理事

4 委員 医師会 穴水　聡一郎 文京区医師会理事

5 委員 歯科医師会 佐藤　文彦 小石川歯科医師会副会長

6 委員 歯科医師会 谷田部　優 文京区歯科医師会副会長

7 委員 薬剤師会 川又　靖則 文京区薬剤師会会長

8 委員 大学病院 安部　節美 日本医科大学付属病院看護師長

9 委員 大学病院 高橋　美香 東京医科歯科大学医学部附属病院副看護師長

10 委員 大学病院 奥出　有香子 順天堂大学医学部附属順天堂医院看護師長

11 委員 大学病院 鈴木　樹美 東京大学医学部附属病院看護師長

12 委員 都立病院 中川　暢子 東京都立駒込病院看護部看護相談退院調整看護長

13 委員 病院 吉田　勝俊 （一財）慈愛病院院長

14 委員 病院 溝尾　朗
JCHO東京メディカルセンター内科部長、
地域連携・総合相談センター長

15 委員
大学病院
（摂食嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ
ﾝ）

中根　綾子
東京医科歯科大学歯学部附属病院
摂食嚥下リハビリテーション外来　外来医長

16 委員 訪問看護ステーション 内田　美行 訪問看護ステーションきょうわ

17 委員 歯科衛生士 足達　淑子 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科衛生保健部長

18 委員 包括支援センター 中谷　伸夫 高齢者あんしん相談センター本富士センター長

19 委員 包括支援センター 新堀　季之 高齢者あんしん相談センター駒込センター長

20 委員 在宅療養支援相談窓口 名取　芳子 小石川医師会在宅療養支援相談窓口

21 委員 介護職 笠原　ケサエ ケアワーク弥生

22 委員 介護職 森岡　加奈絵 あゆみ介護文京

23 委員 介護職 中川　貞子 トチギ介護サービス

24 委員 介護職 井関　美加 音羽介護サービス

敬称略

任期；平成27年7月24日から平成29年7月23日まで

文京区地域医療連携協議会在宅医療検討部会名簿

４／４


