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　練馬光が丘病院は「公益社団法人地域医療振興協会」の運営施設です。地域医療振興
協会は、地域医療を取り巻くさまざまな問題を解決し、へき地を中心とした地域保健医療
の調査研究および地域医学知識の啓発と普及を行うことを目的に1987年5月に設立され、
2009 年 12 月 1 日より公益社団法人として新たにスタートしました。地域医療に対する
意欲と実績を持つ医師を中心に、つねに地域保健医療の確保と質の向上など住民福祉の
増進を図り、地域間での医療の不均衡の解消、地域の振興を推進しています。
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新入職員の紹介③新入職員の紹介③
初期研修医
小泉 真由子（コイズミ マユコ）

初めまして。この春より初期研修医
として入職致しました小泉真由子と
申します。練馬光が丘病院で研修させ
ていただく事を大変嬉しく思っており
ます。まだまだ未熟ではありますが、
地域の皆様に親身になって寄り添い、
貢献できる医師を目指して精一杯頑
張って参ります。どうぞ宜しくお願い
致します。

初期研修医
後藤 寿郎（ゴトウ トシロウ）

はじめまして。令和2年 4月より入職
しました後藤寿郎と申します。出身地
と出身大学はどちらも神奈川県で、
練馬は縁もゆかりもない土地ですが、
全人的な医療を提供できるように、
精一杯できることをさせていただき
ます。どうぞよろしくお願い致します。

初期研修医
菅原 史晃（スガワラ フミアキ）

はじめまして。令和2年 4月より初期
研修医として入職いたしました、菅原
史晃と申します。この春に大学を卒業
し右も左も分からない未熟者ですが、
少しでも地域の皆様のお役に立てる
よう、日々精進して参ります。何卒
よろしくお願いいたします。

初期研修医
中島 ひばり（ナカジマ ヒバリ）

初めまして。令和2年4月より１年間、
初期研修医として働かせて頂きます
中島ひばりと申します。出身は福島
県で、東京大学を卒業したすき掛けの
プログラムでこちらにお世話になって
おります。誠心誠意頑張りたいと思い
ますので、どうぞご指導の程よろしく
お願い致します。

初期研修医
野原 翔太（ノハラ ショウタ）

令和 2 年 4 月から初期研修医として
入職しました野原翔太と申します。
新型コロナウイルスによる影響で、
大変な生活をしいられている方も多
いと思います。そのような中でも、
地域の方々に寄り添っていきたいと
考えています。至らないことも多いと
思いますが、精一杯頑張りますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

初期研修医
淵野 萌子（フチノ モエコ）

令和 2 年 4 月より初期研修医として
入職しました淵野萌子と申します。
長崎大学を卒業、１年間研修し、この
春から上京してまいりました。初めて
の土地で慣れないことも多いですが、
緑豊かなこの街で働けること嬉しく
思っております。精一杯診療に努め
てまいりますので、どうぞよろしくお願
い致します。

他人への感染を防ぐため、咳エチケットを行いましょう。

こまめに手を洗うことでも病原体が拡がらないようにすることができます。

咳やくしゃみを手でおさえる

鼻から顎までを覆い、隙間がない
ようにつけましょう。

マスクやティッシュ・ハンカチが
使えない時は、袖や上着の内側
で口・鼻を覆いましょう。

ティッシュ：使ったらすぐにゴミ箱に捨てましょう。
ハンカチ：使ったらなるべく早く洗いましょう。

何もせずに咳やくしゃみをする

咳エチケット違反してませんか？

3つの咳エチケット 電車や職場、学校など人が集まるところでやろう

お知らせお知らせ

咳やくしゃみを手でおさえると、その手にウイルス
が付着します。ドアノブなどを介して他の人に病気
をうつす可能性があります。

咳やくしゃみをするとき、しぶきが2mほど飛びます。
しぶきには病原体が含まれている可能性があり、他
の人に病気をうつす可能性があります。

①マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

②ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う ③袖で口・鼻を覆う

バーコード読み取り機能付き携帯電話もしくは
スマートフォンでご利用になれます。

！

区民公開講座の
             お知らせ

新型コロナウイルスの感染
拡大防止の為、今年度の
区民公開講座の開催を
当面の間中止とさせて頂
きます。
開催が決まり次第、改めて
お知らせさせて頂きます。

地域連携相談センター
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※総合診療科は院内標榜です。

総合救急診療科　救急部門
井上 哲也（イノウエ テツヤ）
はじめまして。救急科の井上です。
聖マリアンナ医科大学救命救急
センター、東京ベイの ER を経て
令和2年 3 月 31 日に当院に赴任
しました。大学は金沢大、出身
医局は金沢大学第二外科です。
家族は５人、趣味はオートバイ
で郊外をゆっくり流すことです。
当面の目標は当院救急部門の指
導医指定施設取得並びに救急科
専門医研修プログラム基幹施設取
得です。長期目標は、地域の救急
診療に少しでも役に立つことです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

総合救急診療科　総合診療部門
平良 宏樹（タイラ ヒロキ）
令和 2 年 4 月より総合診療科に
入職しました平良宏樹と申します。
環境が変わりまだまだ慣れない
ことが多いのですが、地域の皆様
のお役に立てるよう、精一杯努力
してまいります。 どうぞよろしく
お願いいたします。

総合救急診療科　総合診療部門
伊藤 和彦（イトウ カズヒコ）
令和 2 年 4 月より総合診療科の
専攻医として着任いたしました。
練馬及び近隣地域の皆様のお役
にたてるよう頑張りますので、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

総合救急診療科　総合診療部門
小橋川 美紀（コバシガワ ミノリ）
はじめまして。内科専攻医として
令和 2年4月から研修させて頂い
ています。生まれも育ちも沖縄
ですが、初期研修 2年間を通して
一流の先生達から多くのことを学
びたいと思い、この病院を志望
しました。刺激をたくさんもらい
ながら日々勉強させてもらい、充
実しています。なにかとご迷惑を
おかけすることもあるかもしれま
せんが、ご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願い申し上げます。

総合救急診療科　総合診療部門
島田 侑祐（シマダ ユウスケ）
令和2年 4月より内科専攻医とし
て働かせていただいてます、島田
侑祐と申します。患者さまの背景
も含めて、全身を診れるよう精進
して参ります。どうぞ宜しくお願い
いたします。

総合救急診療科　総合診療部門
中西 俊就（ナカニシ トシユキ）
令和 2 年 4 月から総合診療科で
お世話になります。 至らない点、
無知な点でご迷惑をおかけする
ことがあると思いますが、地域
の皆様の健康をサポートできる
よう精一杯努力していきます
ので、ご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願いします。

糖尿病内分泌内科
山崎  聡（ヤマザキ サトル）
令和 2 年 4 月より糖尿病内分泌
内科で診療をしております。地域
の皆様のお役にたてますよう頑張
りたいと思います。患者さまの
一人一人に寄り添った治療を
心がけて参ります。どうぞよろ
しくお願いいたします。

糖尿病内分泌内科
尾形 絵美（オガタ エミ）
令和 2 年 4 月から糖尿病内分泌
内科に勤務しております尾形絵美
と申します。糖尿病を始めとする
生活習慣病の診療や内分泌疾患
の診療において、受診される皆様
ひとりひとりの生活背景に応じた
丁寧な診療を心がけ地域
の皆様に安心頂けるように
努めて参ります。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

循環器内科
小林 智美（コバヤシ サトミ）
今春より循環器内科に入職いた
しました。昨年は文京区で勤務
しており練馬は初めての土地とな
りますが、自然豊かで桜が美しく、
素敵な場所だなと感じている毎日
です。まだ不慣れなこと
も多いですが笑顔を絶や
さず、地域の皆様のお役に
立てますよう、丁寧な診療
を心がけてまいります。
どうぞ宜しくお願い
いたします。

循環器内科
徳永 友貴（トクナガ ユウキ）
令和 2 年 4 月より循環器内科に
着任しました徳永友貴と申します。
地域の皆様のご希望に添える医
療を提供できるよう尽力して参り
ます。 至らぬ点もあるかと存じま
すが、皆様のお役に立てましたら
幸いです。どうぞ宜しく
お願い致します。

循環器内科
西成田 亮（ニシナリタ リョウ）
令和 2 年 4 月から循環器内科と
して入職いたしました西成田亮と
申します。不整脈分野で学位を
取得後に、赴任して参りました。
虚血性心疾患のみならず、心房
細動など不整脈分野でも地域の
皆様にお役立てできればと思って
おります。近隣の先生方からの
信頼を得られるよう、また患者
さまへのよりよい医療を提供で
きるよう精進して参りますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

循環器内科
藤本 雄大（フジモト ユウダイ）
令和 2 年 4 月より循環器内科の
医師として入職いたしました。出生
は奈良県であり、大学より上京
いたしました。まだ研修中の身
ではありますが、練馬や地域の
方々により良い医療を提供
できるように誠意を持って
日々努力いたします。よろ
しくお願い申し上げます。

外科
岡本 賢太郎（オカモト ケンタロウ）
令和 2 年 4 月から外科に着任し
ました岡本と申します。以前は
大学病院で救急集中治療に従事
しておりました。練馬光が丘病院
の一員として皆様のお役に立てる
ように、精一杯頑張りたい
と思います。よろしくお願い
いたします。

呼吸器外科
小森 健二朗（コモリ ケンジロウ）
１年間の外科研修に伴い、令和2
年4月より光が丘病院へ赴任して
きました小森健二朗と申します。
専門は呼吸器外科です。生まれ育
ちは福岡県で、大学では登山部で
した。初期研修は栃木県の
自治医科大学に勤務してお
りました。まだまだ未熟で
はありますが、誠心誠意
を尽くして頑張ります。よろ
しくお願いします。

整形外科
髙野 聖司（タカノ セイジ）
令和 4 月より整形外科に入職し
ました。まだ、慣れない点があり
ご迷惑をおかけしますが、宜しく
お願いいたします。

泌尿器科
原  修平（ハラシュウヘイ）
令和2年4月より泌尿器科に入職
致しました原修平と申します。
長野県出身ですが、東京の大学を
出て、新宿区、港区、葛飾区など
都内を中心に医療に従事して参り
ました。ここ練馬は自身初となり
ますが、地域の皆様に貢献できる
よう精進して参ります。頻尿など
の排尿の問題から膀胱がんなどの
悪性疾患まで幅広く対応しており
ます。患者さまひとりひとりに寄り
添う全人的医療を心がけておりま
す。どうぞよろしくお願い致します。


