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　板橋区医師会は皆様のおかげを持ち昭和 22 年に発足して以来、70 周年を迎
えました。記念誌では、社会人口変化と医療体制変化を考慮し、医師会が行っ
てきた多くの事業を、ここ 20 年間で関わられた先生にご紹介いただきました。
　さて、これからの医療機関は、各々の機能特性を明示し、「地域医療構想」の基、
地域毎に見合った体制作りと「かかりつけ医」としての役割が求められていま
す。また、介護保険制度も始まり、医療や介護の場でも、医療者の役割は重要
となり、高齢者への医療提供は、『治し支える医療』を意識し、生活にも踏み
こんだ『生活を支える医療・療養』を配慮した対応が必要となりました。超高
齢社会での連携は、『医療・療養連携』が必要であり、地域包括ケアシステム
の構築にも繋がっていきます。地域における健康な人も健康を損なわれている
人も障がいのある人も、共存し生活できる社会作りは、2020 年オリンピック・
パラリンピック開催国として、世界に披露する良い機会でもあり、また既にわ
が国の社会保障制度は世界からの注目の的にもなっています。
　ところで、板橋区医師会では、平成 28 年に 50 周年を迎えた板橋区医師会病
院と板橋区医師会立看護高等専修学校の運営をはじめ、板橋区医師会訪問看護
ステーション、高島平地域包括支援センター、板橋区医師会在宅ケアセンター、
療養相談室を板橋区医師会在宅医療センターとして運営しています。これらの
事業展開は、先任の会長や理事の功績であり、板橋区医師会の伝統でもありま
す。この伝統を今後も板橋区医師会が引き継ぎ、時代に見合った柔軟な対応を
することを願います。
　最後に、70 周年を記念して、板橋区医師会に受け継がれている伝統を記念
誌として残すことができましたこと、本誌発刊に携わった会員の先生方、玉稿
をいただいた方に心よりお礼申し上げます。
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