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顧問弁護士 多久島耕治（多久島法律事務所）

顧 問 細田多穂 高橋輝雄

評決機関組織評決機関組織評決機関組織評決機関組織

事 務 局 局長 豊田 輝 （帝京科学）

次長 宮城新吾 （JR東京総合病院）

顧問税理士 多久島幹生（多久島税理士事務所）

相談役 岡安正夫 瀧野勝昭 斉藤章二
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理事会

評決機関組織評決機関組織評決機関組織評決機関組織

会 長
副会長

竹井 仁 （首都大学）
学 術 局

局長 池田由美 （首都大学）

部長 岡安 健 （医科歯科大）

総務部

財務部

部長 加地啓介 （医科歯科大）

部長 宮城新吾 （JR東京総合病院）

ライフサポート部

書記部 部長 岡村大介 （聖路加病院）

森島 健 （衛生学園）

竹井 仁 （首都大学）

林 弘康 （社医学）

千葉哲也 （玉川病院）

原島宏明 （総合東京病院）

中村岳雪 （田無病院）

森島 健

（衛生学園）

林 弘康 （社医学）

千葉哲也 （玉川病院）

原島宏明 （総合東京病院）

監 事 北目 茂 （自宅）

小野 晋 （東都ﾘﾊ学院）
高田治実 （帝京科学）

学 術 局

都士会研修部

受託研修部

新人教育部

教材資料部

部長 江口英範 （帝京科学）

部長 来間弘展 （首都大学）

部長 古川順光 （首都大学）

部長 大槻 暁 （順天堂練馬）

局長 池田由美 （首都大学）

次長 吉井智晴 （東京医療大学）

次長 山手千里 （東京衛生）

理
事

田代文子 （清瀬リハ）

池田由美 （首都大学）

古川順光 （首都大学）

原田憲二 （東都リハ学院）

中澤幹夫 （多摩丘陵）

豊田 輝 （帝京科学）

高田治実 （帝京科学）

委
員

会

常設委員会

渉 外 局

渉外部

医療報酬部

部長 吉葉則和 （臨床福祉）

部長 竹田紘崇 （杏林大学）

局長 千葉哲也 （玉川病院）

次長 中澤幹夫 （多摩丘陵）
次長 齋藤 弘 （辻クリニック）

部長 小山貴之 （日本大学）研究推進部

規約審議委員会

表彰審査委員会

都民の声委員会

委員長 井上祐次 （衛生学園）

委員長 佐藤信一 （慈恵医科大）

委員長 山手千里 （衛生学園） 豊田 輝 （帝京科学）

板倉尚子 （日女体大学）

吉井智晴 （東京医療大学）

南雲健吾 （ﾘﾊﾋﾞﾘ企画）

加地啓介 （医科歯科大）

齋藤 弘 （辻ｸﾘﾆｯｸ）

山手千里 （衛生学園）

特設委員会

業務推進部

部長 友清直樹 （山王クリニック）

部長 中澤幹夫 （多摩丘陵）

介護報酬部災害対策委員会

都民の声委員会

倫理委員会

委員長 原島宏明 （総合東京病院）

地位向上委員会

委員長 卜部吉文 （大橋病院）

福祉保健局

小児福祉部

成人福祉部

局長 中村岳雪 （田無病院）

次長 田代文子 （清瀬リハ）

部長 黒川洋明 （島田療育センター はちおうじ）

部長 内田貴士 （熊川病院）地域包括

委員長 清藤恭貴 （総合東京病院）

山手千里 （衛生学園）

広 報 局 局長 原田憲二 （東都リハ学院）

次長 岡田要一郎 （社医学）
ブロック世話人

理学療法関連
機器開発委員会

次年度学会
実行委員会

委員長 小川智美 （自宅）

成人福祉部

高齢者福祉部

介護保険部

健康増進部

部長 松本浩一 （総合東京病院）

部長 内田貴士 （熊川病院）

部長 窪田幸生 （河北リハ）

部長 小澤伸治 （佐々病院）

地域包括
ケアシステム

推進委員会

委員長 田代文子 （清瀬リハ）

《毎年 準備委員長を理事会にて決定》

広報部

機関誌編集部

外宣部

部長 原田憲二 （東都リハ学院）

部長 岩本卓水 （女子医大）

部長 裵 東海 （緑成会）

佐藤信一（慈恵医科大）区中央部・区南部・島しょブロック

区西南部・区西部ブロック

区西北部ブロック

区東北部・区東部ブロック

齋藤 弘 （辻クリニック）

千葉哲也（玉川病院）

池田由美（首都大学）

実行委員会

公益法人
推進委員会

公開講座
準備委員会

生活期共通評価表
作成委員会

スポーツ局
局長 林 弘康 （社医学）

次長 板倉尚子 （日女体大学）

委員長 中澤幹夫 （多摩丘陵）

委員長 豊田 輝 （帝京科学）

委員長 南雲健吾 （リハビリ企画）

委員長 高橋雅人 （東大）

中澤幹夫（多摩丘陵）西多摩・南多摩ブロック

北多摩ブロック 伊東 彰（武蔵野赤十字）

作成委員会

選挙管理委員会

学校保健部

スポーツイベントサポート部

障害者スポーツ部

次長 板倉尚子 （日女体大学）

次長 信太奈美 （首都大学)

東京五輪・パラリ
ンピック推進部

部長 伊東 彰 （武蔵野赤十字病院）

部長 石井 斉 （大脇病院）

部長 多賀留美 （都士会事務局）

部長 板倉尚子 （日本女子体大）

50周年記念事業
準備委員会

委員長 林 弘康 （社医学）

委員長 南雲健吾 （リハビリ企画）


