
委員会名簿

委員会名 委員 職位 氏名
保健師職能委員会 担当理事 専務理事

副会長
渡邊�千香子
本田�浩子

担当理事
（委員長） 職能理事 神楽岡�澄

委員 相良�裕美
西内�千代子
関根�麻里絵
寺山�奈見
藤原�紀子
樋口�宏太

アドバイザー 中板�育美
助産師職能委員会 担当理事 常務理事

副会長
佐川�きよみ
松本�弘子

担当理事
（委員長） 職能理事 小檜山�敦子

委員 安藤�美香
櫻井�明美
梅本�かおり
山中�伸美
瀬戸�愛
近藤�由理香

看護師職能委員会
領域Ⅰ

担当理事 常務理事
副会長

大橋�純江
佐野�廣子

担当理事
（委員長） 職能理事 中野�博美

担当理事 准看理事 伊藤�ちえ
委員 山本�洋子

五十嵐�裕子
町田�あかね
岩崎�康子
岩田�江利子
五十嵐�文子

看護師職能委員会
領域Ⅱ

担当理事 常務理事
副会長
職能理事

佐川�きよみ
佐野�廣子
中野�博美

委員長 佐野�優美
委員 細谷�恵子

志賀�逸子
佐藤�十美
岡本�貴久子

教育委員会 担当理事 常務理事 大橋�純江
委員長 小林�宏栄
委員 小倉�嘉子

小島�昌人
猪又�知子
磯�知恵
阿部�典子
横田�由佳
鬼澤�かおる
栗原�良子

委員会名 委員 職位 氏名
教育委員会 委員 鈴木�淳子

中村�くに子
佐藤�澄子（6月〜）
細川�香代子�
����（8月〜11月）

学術推進委員会 担当理事 常務理事 大橋�純江
委員長 駒形�朋子
委員 岡�美雪

高井�今日子
小澤�かおり
宮崎�隆
栗原�良子
鈴木�淳子
中村�くに子
佐藤�澄子（5月〜）

医療安全委員会 担当理事 常務理事 大橋�純江
委員長 藤原�喜美子
委員 土師�菜緒子

杢代�馨香
梶�良恵
石田�亜紀
大野�耕平
小林�友幸
細川�香代子�
���（8月〜11月）

社会経済
福祉委員会

担当理事 常務理事 大橋�純江
委員長 澁澤�盛子
委員 阿部�珠美

古屋�節子
渡邉�啓子
堀�充美

看護制度委員会 担当理事 常務理事
准看理事

佐川�きよみ
伊藤�ちえ

委員長 五十嵐�登美江
委員 成田�朋子

影山�美子
瀬戸�系子
伊勢谷�佐代子

感染対策委員会 担当理事 専務理事 渡邊�千香子
委員長 西川�美由紀
委員 武田�悦恵

佐藤�香理奈
中野�聖子
眞柄�雄樹
佐々木�恭兵
長井�直人
堀井�久美
仙道�かほる
浅野�恵子
鴨田�玲子

TOKYO NURSING ASSOCIATION   Annual Report  202174



委員会名 委員 職位 氏名
災害対策委員会 担当理事 専務理事 渡邊�千香子

委員長 宮地�富士子
委員 椿�貴年

黒澤�和子
内木�美恵
牧野�由紀子
北澤�隆二
二階堂�名奈
久下�みどり
仙道�かほる

広報委員会 担当理事 専務理事 渡邊�千香子
委員長 大島�久美
委員 大田�千恵

中山�裕子
関口�和子
三浦�由美子
伊藤�麻乃
伊藤�朱実
五十嵐�直子

地域包括ケア
委員会

担当理事 専務理事 渡邊�千香子
委員長 井上�理恵
委員 市橋�富子

塘地�正美
長谷部�美津代
鶴ケ崎�かほる
藤野�恭子
小原�かおる
佐久間�あゆみ
木村�加代子
久野�めぐみ
大沼�扶久子
小林�映子
川合�美穂子
武良�浩子
藤井�由加里
大城�優子
相馬�泰子
佐藤�美加
笠松�由佳
浜本�奈美江�
������　（〜12月）
梶原�洋子
鈴木�千晴
下地�秀子
中野�博美
樋口�幸子
西浜�直江
藤島�智子
大竹�トモ子
伊東�恵美子

委員会名 委員 職位 氏名
地域包括ケア
委員会

委員 樋口�早智子
松浦�典子
山崎�あゆ子
平田�真由美
伊藤�由美子
北川�ひとみ
児玉�千恵美

子育て支援委員会 担当理事 常務理事 佐川�きよみ
委員長 大久保�嘉子
委員 今井�洋子

尾高�大輔
志村�明子
本間�佐衣子
谷本�美保子
吉野�広美
石川�統太
伊藤�桃佳�
　��������（〜6月）
須賀�己代子�
　��������（7月〜）
佐々木�祥子
永澤�佳代子

推薦委員会 担当 事務局長 黒川�亨
委員長 今泉�厚子
委員 中井�亜季子

奥山�薫
大林�恵子
廣田�登代子
小菅�亮子
黒川�麻衣子
橋本�光江
塩島�永子

選挙管理委員会 担当 事務局長 黒川�亨
委員長 児玉�知実
委員 畠山�優子

松本�早苗
田中�郁子
今井�恵子
石川�朝香
廣谷�ひろみ
西井�順子
小泉�亜理沙
山口�久聖子
藤原�美幸
土本�倫子
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地区 № 職種 会員氏名

東
部

1 保健師 大松�雅美
2 助産師 山田�咲子
3 看護師 大森�綾子
4 看護師 山田�教代
5 看護師 高橋�薫
6 看護師 関谷�直美
7 看護師 中野�ゆかり
8 看護師 木村�加代子
9 看護師 竹内�小百合
10 看護師 藤井�佳代子
11 看護師 木村�妙子
12 看護師 藤森�雪美
13 看護師 前田�日登美
14 准看護師 田村�勝枝
15 看護師 坂田�裕子
16 看護師 内田�ミカ
17 看護師 岡本�幸子
18 看護師 武子�智織
19 看護師 小林�紅仁子
20 看護師 木村�芳子
21 看護師 吹田�絹恵
22 看護師 奥�みどり
23 看護師 二階堂�寿子
24 看護師 黒川�和美
25 看護師 浪川�智子
26 看護師 森川�香織
27 看護師 樋浦�裕里

西
部

1 保健師 高宮�志織
2 助産師 勝木�信子
3 助産師 佐藤�奈津子
4 助産師 奥山�薫
5 看護師 中田�幸代
6 看護師 藤田�広美
7 看護師 田中�由美子
8 看護師 渡邉�珠子
9 看護師 田中�比呂子
10 看護師 渡邊�開
11 看護師 大内�理惠
12 看護師 伊藤�朱実
13 看護師 高橋�甲江
14 看護師 南�ちとせ
15 看護師 野津�佐代子
16 看護師 中村�みゆき
17 看護師 金子�範子
18 看護師 美島�紀子
19 看護師 堂下�典子
20 看護師 江崎�香奈子
21 看護師 佐藤�千春
22 看護師 佐久間�喜深

地区 № 職種 会員氏名

西
部

23 看護師 小川�和子
24 看護師 松村�恵美子
25 看護師 塚本 真美
26 看護師 藤江 直子
27 看護師 野村 生起子
28 看護師 小林 宏美
29 看護師 内間 文香
30 看護師 宮本 舞
31 看護師 小峰 陽子
32 看護師 石井 マキ子
33 看護師 坪 祐子
34 看護師 佐藤 道子
35 看護師 菊岡 史子
36 看護師 東 百代
37 看護師 堀本 文子
38 看護師 小島 祐子
39 看護師 山崎 美和
40 看護師 吉崎 順子
41 看護師 野島 陽子
42 看護師 大垣 二郎
43 看護師 鈴木 康子
44 看護師 柳瀬 守利
45 看護師 大亀 真由美
46 看護師 大木 嘉子
47 看護師 山後 衣里
48 看護師 乾 美奈子
49 看護師 宮本 美香
50 看護師 牛山 香織
51 看護師 矢嶋 良昌
52 看護師 小野 美絵
53 看護師 浅木 貴子
54 看護師 野尻 馨
55 看護師 渡辺 美紀
56 看護師 矢野 由紀
57 看護師 高橋 梨枝子
58 看護師 鈴木 利枝
59 看護師 早川 寛子
60 看護師 片上 しのぐ
61 看護師 佐藤 志乃
62 看護師 市瀬 たみ子

南
部

1 保健師 山本 紗央美
2 助産師 久保�知実
3 助産師 長尾�章加
4 看護師 圓館�真由美
5 看護師 芳澤�正子
6 看護師 金澤�典子
7 看護師 マケンジ�さとみ
8 看護師 岩本 実加
9 看護師 佐藤�美加

地区 № 職種 会員氏名

南
部

10 看護師 中村�裕子
11 看護師 佐條�美保子
12 看護師 大内�美智子
13 看護師 牧田�弘美
14 看護師 田中�博子
15 看護師 川上�由香子
16 看護師 井口�佳子
17 看護師 吉中�麻美子
18 看護師 中尾�正寿
19 看護師 岩下�麻衣子
20 看護師 山田�チマ
21 看護師 清川�里香
22 看護師 金子�まなぶ
23 看護師 福島�純子
24 看護師 天沼�紗織
25 看護師 中山�且子
26 看護師 藤井�和美
27 看護師 高島�絵理子
28 看護師 丹下�幸子
29 看護師 大城�みゆき
30 看護師 井口�麻衣子
31 看護師 清水�美津子
32 看護師 大泉�昌也
33 看護師 板垣�久美子
34 看護師 星野�弘子
35 看護師 牟田�由美子
36 看護師 藤原�美佐江
37 看護師 大竹�順子
38 看護師 佐藤�可理絵
39 看護師 音田�三奈子
40 看護師 地主�こず恵
41 看護師 定成�知恵
42 看護師 黒澤�真奈美

中
部

1 看護師 吉永�貴世美
2 看護師 望月�朋美
3 看護師 小宮山�明美
4 看護師 荒井�由美子
5 看護師 間原�徹
6 看護師 一色�裕美
7 看護師 石田�亜紀
8 看護師 武田�聡子
9 看護師 柳沢�ちづる
10 看護師 合澤�葉子
11 看護師 出山�智美
12 看護師 池田�貴代子
13 看護師 中川�暢子
14 看護師 佐久間�安代
15 看護師 高橋�亜由美
16 看護師 石川�実穂

代議員 240名 （東部：27名　西部：62名　南部：42名　中部：48名　多摩北：23名　多摩南：38名）

東京都看護協会代議員及び予備代議員
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地区 № 職種 会員氏名

中
部

17 看護師 忍田�祐美子
18 看護師 本田�佳子
19 看護師 大矢�智美
20 看護師 毛利�美礼
21 看護師 中村�美和
22 看護師 宗形�晴美
23 看護師 小清水�ゆかり
24 看護師 澤田�美絵
25 看護師 関根�一美
26 看護師 高瀬�真由美
27 看護師 但木�祥子
28 看護師 上原�佳代子
29 看護師 山崎�やよい
30 看護師 山下�直美
31 看護師 森�綾乃
32 看護師 田宮�優子
33 助産師 鵜塚�麻紀子
34 看護師 橋川�明子
35 看護師 宮田�七重
36 看護師 阿部�めぐみ
37 看護師 鈴木�三千代
38 看護師 並木�佳世
39 看護師 千田�英理子
40 看護師 稲田�浩美
41 看護師 椋本�郁子
42 看護師 久保�麻子
43 助産師 西村�梨紗
44 看護師 金子�恵美
45 看護師 新家�瑞恵
46 看護師 伊藤�香奈江
47 看護師 天木�弘子
48 看護師 矢吹�典子

多
摩
北

1 保健師 深作�千恵
2 助産師 福岡�麻子
3 看護師 長島�愛子
4 看護師 相田�房子
5 看護師 工藤�節子
6 看護師 伊藤�真弓
7 看護師 佐々木�留美
8 看護師 山下�小百合
9 看護師 田吹�弘子
10 看護師 大越�裕子
11 看護師 篠田�愛子
12 看護師 福田�冨士美
13 看護師 牧山�ルミ子
14 看護師 関谷�優子
15 看護師 関根�克典
16 看護師 藤木�真由美
17 看護師 傳田�美佳

地区 № 職種 会員氏名

多
摩
北

18 看護師 中所�絹代
19 看護師 齊藤�清子
20 看護師 熊谷�洋子
21 看護師 田代�正春
22 看護師 後藤�希
23 看護師 龍崎�弘美

多
摩
南

1 保健師 勝間�隆光
2 助産師 神谷�桂
3 看護師 高崎�由佳理
4 看護師 串山�正枝
5 看護師 土田�美枝子
6 看護師 下山�理恵
7 看護師 渡部�雅代
8 看護師 小宮�園子
9 看護師 栗田�美紀
10 看護師 松下�朋子
11 看護師 知名�定治
12 看護師 西山�郁子
13 看護師 黒田�加陽子
14 看護師 小澤�聡貴
15 看護師 松永�知子
16 看護師 野村�千春
17 看護師 内海�玉恵
18 看護師 古澤�恭子
19 看護師 末永�裕代
20 看護師 佐々木�亜希
21 看護師 大力�和子
22 看護師 高木�直子
23 看護師 畔柳�なほ江
24 看護師 藤吉�京子
25 看護師 村上�一代
26 看護師 川上�順二
27 看護師 辻本�敦子
28 看護師 藤井�美保
29 看護師 塚本�かよ子
30 看護師 小島�浩美
31 看護師 小池�洋子
32 看護師 福地�洋子
33 看護師 秋吉�聖美
34 看護師 近野�雅代
35 看護師 小林�不二枝
36 看護師 杉田�友春
37 看護師 田島�政野
38 看護師 寺井�由美

地区 № 職種 会員氏名

東
部

1 看護師 森�美佐子
2 看護師 久野�めぐみ
3 看護師 高�由美
4 看護師 大森�昭子

西
部

5 看護師 片桐�幹子
6 看護師 伊藤�華名子
7 看護師 芳賀�路恵
8 看護師 嶋貫�久美子
9 看護師 栗山�美樹

南
部

10 看護師 青木�有紀子
11 看護師 大橋�広美

中
部

12 看護師 西山�美咲
13 看護師 稲木�和佳奈
14 看護師 渡辺�朋子
15 看護師 川田�有美子

多
摩
北

16 看護師 中島�弘樹
17 看護師 加藤�園江
18 看護師 糟谷�貴子
19 看護師 定常�裕子
20 看護師 黒澤�美香

多
摩
南

21 看護師 小松�雅子
22 看護師 渡邉�陽子
23 看護師 釜田�幸
24 看護師 高岡�京子
25 看護師 稲吉�礼子

※ 公益社団法人日本看護協会の会員情報管理体制「ナースシップ」導入に伴い、当協会も外字の
使用を廃止し第 2 水準までの漢字での表記とさせていただきました。そのため氏名等に外字等表
示できない文字のある方につきましては「代替文字」で表示されておりますので、あらかじめご
了承くださいますようお願いいたします。  

　 代替文字例）髙 → 高　　﨑 → 崎　　栁 → 柳

予備代議員 25名
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