
Ⅴ 附属機関等

※※  原原則則ととししてて最最新新情情報報をを掲掲載載ししたた。。  

  

 

 

保 健 対 策 課 
 

保健対策課は、保健所の対人保健サービスを担当しており、①感染症・結核・エイズ予防対策に関す

ること ②精神保健福祉、難病対策及び障害児の保健サービスに関すること ③市や関係機関への具体

的な地域保健支援活動に関することを実施している。

感染症対策については、平常時の対策として、社会福祉施設等を対象とした講習会を開催したほか、

積極的疫学調査実施時には、感染拡大防止のための健康教育等も行った。併せて、保健所ホームページ

による情報提供や医師会等へのファクシミリ及びメールによる情報提供を行い、地域全体の啓発に努め

た。

新型コロナウイルス感染症は令和３年に指定感染症から新型インフルエンザ等感染症に変更された。

新型コロナウイルス感染症の対策については、医療機関や施設の集団感染を中心に積極的疫学調査を実

施し、感染拡大防止に努めるとともに、患者の健康観察や医療機関等との連絡調整を行った。また、管

内の医療機関、医師会、市などの関係機関及び所内全職員との情報共有を図りながら業務に対応した。

エイズ予防対策については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、ＨＩＶ・性感染症

検査は実施を見合わせていたが、令和３年９月から令和４年３月まで多摩川病院と連携し予約制で開始

した。また、東京都ＨＩＶ検査・相談月間やエイズ予防月間の時期に合わせ、管内大学や自治体にリー

フレット入りポケットテッシュを設置、配布し、主に若年層に向けた予防啓発を行った。

結核対策としては、ＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）事業を継続強化し、所内カンファレンスの定期的

な開催や関係機関と連携を図りながら、治療状況や生活状況に合わせた服薬支援を行った。また、管内

で届出のあった結核患者や他機関からの依頼による接触者健診については、定期的に所内検討会を開催

し、早期発見及び感染拡大防止に向けた取組を実施した。

精神保健福祉事業は、市と保健所で分担・協力して実施し、保健所では専門的・広域的に及ぶ事例及

び対応困難な事例等を担っている。精神保健福祉相談では、思春期問題やひきこもり・依存症・未治療・

治療中断等の複雑かつ対応困難な事例等を対象に、関係機関と連携を図りながら相談支援を行っている。

また、市や関係機関の要望に応じて保健師による技術支援、事例検討、講演会、地域ネットワークづ

くり等を行い、精神保健福祉における地域の連携強化や基盤整備を図っている。

難病対策に関しては、医療依存度が高い在宅難病患者や重症心身障害児（者）等を中心に、保健師活

動を行っている。事業としては、家庭訪問等の個別支援や在宅療養支援計画策定・評価委員会、講演会

等を行い、在宅難病患者の実態把握と療養支援の向上のために、関係機関との連携を図りながら支援体

制の整備に努めている。

また、難病の患者に対する医療等に関する法律が施行されたことを踏まえ、新たに設置した難病対策

地域協議会を活用し、地域課題の抽出と検討を進めている。

このように、保健サービス部門の仕事は、①地域のニーズを踏まえた関係者に対する具体的な情報提

供、技術支援・協働 ②個別の患者への保健指導・療養支援のネットワークづくり ③複雑な保健ニー

ズを持つ都民に関するケアコーディネート等があり、関係機関との協働のもとに、広域性を活かしたよ

り専門性の高い活動を目指している。さらに今後は、災害に備えた体制整備の強化を図ることが重要課

題である。
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ⅥⅥ 案案内内図図
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１１ 大大気気汚汚染染障障害害者者認認定定審審査査会会

大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例第５条第１項に基づき設置されてい

る。審査会は、知事が健康障害者の認定を行うにあたって、必要な審議を行い、意見を述べる。

委員は、知事が委嘱又は任命する。任期は２年である。

大大気気汚汚染染障障害害者者認認定定審審査査会会委委員員名名簿簿（順不同） 令和４年４月１日現在

委 員 氏 名 （◎：会長） 職  等 備  考 

大柴 晃洋 ◎ 武蔵野赤十字病院 学識経験者 

勝沼 俊雄 東京慈恵会医科大学附属第三病院 学識経験者 

中嶋 伸 中じまクリニック 武蔵野市医師会 

赤石 亨 あかいしクリニック 三鷹市医師会 

片山 隆司 かたやま内科クリニック 狛江市医師会 

田原 なるみ 東京都多摩府中保健所長  

２２ 感感染染症症のの診診査査にに関関すするる協協議議会会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 年法律第 号）第 条及び

東京都感染症の診査に関する協議会条例に基づき、感染症患者の就業制限の通知、勧告（措置）入院

の期間延長及び再延長、結核患者の医療（一般医療）の費用負担に関して必要な事項を審議するため

設置された保健所長の諮問機関である。

委員は、知事が任命し任期は２年である。

感感染染症症のの診診査査にに関関すするる協協議議会会委委員員名名簿簿（順不同） 令和４年４月１日現在

委員氏名 （◎：結核会長） 職  等  

指定医療機関医師 

（条例第３条１号） 

永井 英明 ◎ 国立病院機構東京病院 ＊ 

和田 曉彦 東京都立多摩総合医療センター ＊ 

泉 並木 武蔵野赤十字病院  

瀧 玲子 武蔵野赤十字病院  

原田 尚重 武蔵野赤十字病院  

大柴 晃洋 武蔵野赤十字病院  

長澤 正之 武蔵野赤十字病院  

木村 和義 町立八丈病院 ○ 

村井 邦彦 町立八丈病院 ○  

医療に関する学識経験者 

（条例第３条２号） 

中嶋 伸 武蔵野市医師会  

渡邉 直幸 三鷹市医師会  

野本 和久 府中市医師会  

荻本 剛一 調布市医師会  

山﨑 博臣 小金井市医師会 ＊ 

片山 隆司 狛江市医師会 ＊ 

河合 伸 杏林大学医学部特任教授 ＊ 

浅沼 明美 浅沼歯科医院 ○ 

菊池 一江 大賀郷歯科クリニック ○ 

法律に関する学識経験者 

（条例第３条３号） 
伊藤 まゆ 東京弁護士会 ＊ 

医療及び法律以外の学識経験者 

（条例第３条４号） 

宮崎 清美 元府中市教育委員会委員長 ＊ 

菊池 清泰 八丈町民生委員児童委員協議会会長 ○ 

奥山 勉 八丈町健康課長 ○ 

（※1） 第２種感染症指定医療機関･･･日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院、東京都立多摩総合医療センター 

（※2） 委員長は協議会の都度、委員の互選により選出 

（※3） ＊は結核、○は八丈開催（結核除く）の委員 
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４４ 北北多多摩摩南南部部地地域域保保健健医医療療協協議議会会（（分分野野別別部部会会））

平成 年４月「北多摩南部地域保健医療協議会」が設置されたことに伴い、北多摩南部保健医療圏

に「地域医療システム化推進部会」「保健福祉部会」「生活衛生部会」の３つの分野別部会を設置し

ている。なお、４つ目の部会として平成 年７月に設置した「健康推進部会」は、平成 年度をもっ

て終了とした。

分野別部会は、専門的な事項を検討するために常設されたものである。各部会は協議会委員の中か

ら構成され、他にそれぞれ専門委員を置くことができる。専門委員は、多摩府中保健所長が委嘱又は

任命する。

 

５５ 北北多多摩摩南南部部健健康康危危機機管管理理対対策策協協議議会会

平成 年、新興・再興感染症、大規模食中毒、ＮＢＣ災害等の健康危機に対して北多摩南部保健医

療圏における未然防止策及び発生時対策等を協議するとともに、関係機関の連携を図るため「北多摩

南部健康危機管理対策協議会」を設置した。

委員は、多摩府中保健所長が委嘱又は任命し、任期は２年である。

なお、平成 年度からは、「北多摩南部新型インフルエンザ等感染症地域医療体制ブロック協議会」

（※）を兼ねて、開催・運営している。

（※） 北多摩南部新型インフルエンザ等感染症地域医療体制ブロック協議会：新型インフルエンザ等の大流行に際して、健康

被害を最小限に抑えるため、適切な医療を提供できる体制の整備を促進することを目的として、平成 20年に設置。 

 

 

 

３３ 北北多多摩摩南南部部地地域域保保健健医医療療協協議議会会

平成 年４月、保健所再編整備にあわせ、保健所に設置されている「保健所運営協議会」と二次保

健医療圏ごとに設置されている「地域保健医療推進協議会」を発展的に改組、統合し、新たに「北多

摩南部地域保健医療協議会」を設置した。

委員は、東京都福祉保健局長が委嘱又は任命し、任期は２年である。

北北多多摩摩南南部部地地域域保保健健医医療療協協議議会会名名簿簿（順不同） 令和４年８月１日現在 

委 員 氏 名 現  職 

医師会 

田原 順雄 武蔵野市医師会会長 

内原 正勝 三鷹市医師会会長 

櫻井 誠 府中市医師会会長 

嵐 裕治 調布市医師会副会長 

小松 淳二 小金井市医師会会長 

阿部 健二 狛江市医師会副会長 

歯科医師会 

中澤 敏 三鷹市歯科医師会会長 

金森 泰 府中市歯科医師会会長 

塩谷 達昭 狛江市歯科医師会会長 

薬剤師会 中村 徳浩 府中市薬剤師会会長 

病院 

（災害拠点病院） 

泉 並木 武蔵野赤十字病院院長 

近藤 晴彦 杏林大学医学部付属病院院長 

樫山 鉄矢 東京都立多摩総合医療センター院長 

古田 希 東京慈恵会医科大学附属第三病院院長 

病院（看護管理者連絡会） 根本 康子 杏林大学医学部付属病院看護部長 

学識経験者 

奥澤 康司 元東京都福祉保健局食品医薬品安全担当部長 

米澤 純子 文京学院大学保健医療技術学部教授 

吉田 正雄 杏林大学医学部准教授 

公募委員 

荒井 忠行 公募委員 

塩多 幸江 公募委員 

鈴木 健太郎 公募委員 

福祉・教育関係 

秋山 真弘 武蔵野市民社会福祉協議会常務理事 

竹内 冨士夫 三鷹市社会福祉事業団児童福祉担当理事 

川畑 美和子 小金井市民生委員児童委員協議会会長 

渡邊 和子 府中市立府中第七小学校校長 

生活環境関係 

石川 明男 東京都府中食品衛生協会会長 

冨永 正敏 東京都狛江調布環境衛生協会会長 

井村 亮太 多摩府中給食施設協議会会長 

官公署 

尾門 出 警視庁調布警察署長 

加藤 英治 東京消防庁府中消防署長 

柴田 昌志 三鷹労働基準監督署長 

市 

山田 剛 武蔵野市健康福祉部長 

小嶋 義晃 三鷹市健康福祉部長 

柏木 直人 府中市福祉保健部長 

野澤 薫 調布市福祉健康部長 

中谷 行男 小金井市福祉保健部長 

小川 正美 狛江市福祉保健部長 

保健所 田原 なるみ 東京都多摩府中保健所長 
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４４ 北北多多摩摩南南部部地地域域保保健健医医療療協協議議会会（（分分野野別別部部会会））

平成 年４月「北多摩南部地域保健医療協議会」が設置されたことに伴い、北多摩南部保健医療圏

に「地域医療システム化推進部会」「保健福祉部会」「生活衛生部会」の３つの分野別部会を設置し

ている。なお、４つ目の部会として平成 年７月に設置した「健康推進部会」は、平成 年度をもっ

て終了とした。

分野別部会は、専門的な事項を検討するために常設されたものである。各部会は協議会委員の中か

ら構成され、他にそれぞれ専門委員を置くことができる。専門委員は、多摩府中保健所長が委嘱又は

任命する。

 

５５ 北北多多摩摩南南部部健健康康危危機機管管理理対対策策協協議議会会

平成 年、新興・再興感染症、大規模食中毒、ＮＢＣ災害等の健康危機に対して北多摩南部保健医

療圏における未然防止策及び発生時対策等を協議するとともに、関係機関の連携を図るため「北多摩

南部健康危機管理対策協議会」を設置した。

委員は、多摩府中保健所長が委嘱又は任命し、任期は２年である。

なお、平成 年度からは、「北多摩南部新型インフルエンザ等感染症地域医療体制ブロック協議会」

（※）を兼ねて、開催・運営している。

（※） 北多摩南部新型インフルエンザ等感染症地域医療体制ブロック協議会：新型インフルエンザ等の大流行に際して、健康

被害を最小限に抑えるため、適切な医療を提供できる体制の整備を促進することを目的として、平成 20年に設置。 

 

 

 

３３ 北北多多摩摩南南部部地地域域保保健健医医療療協協議議会会

平成 年４月、保健所再編整備にあわせ、保健所に設置されている「保健所運営協議会」と二次保

健医療圏ごとに設置されている「地域保健医療推進協議会」を発展的に改組、統合し、新たに「北多

摩南部地域保健医療協議会」を設置した。

委員は、東京都福祉保健局長が委嘱又は任命し、任期は２年である。

北北多多摩摩南南部部地地域域保保健健医医療療協協議議会会名名簿簿（順不同） 令和４年８月１日現在 

委 員 氏 名 現  職 

医師会 

田原 順雄 武蔵野市医師会会長 

内原 正勝 三鷹市医師会会長 

櫻井 誠 府中市医師会会長 

嵐 裕治 調布市医師会副会長 

小松 淳二 小金井市医師会会長 

阿部 健二 狛江市医師会副会長 

歯科医師会 

中澤 敏 三鷹市歯科医師会会長 

金森 泰 府中市歯科医師会会長 

塩谷 達昭 狛江市歯科医師会会長 

薬剤師会 中村 徳浩 府中市薬剤師会会長 

病院 

（災害拠点病院） 

泉 並木 武蔵野赤十字病院院長 

近藤 晴彦 杏林大学医学部付属病院院長 

樫山 鉄矢 東京都立多摩総合医療センター院長 

古田 希 東京慈恵会医科大学附属第三病院院長 

病院（看護管理者連絡会） 根本 康子 杏林大学医学部付属病院看護部長 

学識経験者 

奥澤 康司 元東京都福祉保健局食品医薬品安全担当部長 

米澤 純子 文京学院大学保健医療技術学部教授 

吉田 正雄 杏林大学医学部准教授 

公募委員 

荒井 忠行 公募委員 

塩多 幸江 公募委員 

鈴木 健太郎 公募委員 

福祉・教育関係 

秋山 真弘 武蔵野市民社会福祉協議会常務理事 

竹内 冨士夫 三鷹市社会福祉事業団児童福祉担当理事 

川畑 美和子 小金井市民生委員児童委員協議会会長 

渡邊 和子 府中市立府中第七小学校校長 

生活環境関係 

石川 明男 東京都府中食品衛生協会会長 

冨永 正敏 東京都狛江調布環境衛生協会会長 

井村 亮太 多摩府中給食施設協議会会長 

官公署 

尾門 出 警視庁調布警察署長 

加藤 英治 東京消防庁府中消防署長 

柴田 昌志 三鷹労働基準監督署長 

市 

山田 剛 武蔵野市健康福祉部長 

小嶋 義晃 三鷹市健康福祉部長 

柏木 直人 府中市福祉保健部長 

野澤 薫 調布市福祉健康部長 

中谷 行男 小金井市福祉保健部長 

小川 正美 狛江市福祉保健部長 

保健所 田原 なるみ 東京都多摩府中保健所長 
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