
ELNEC-Jコアカリキュラム指導者リスト（2022年2月18日更新）

北海道地方：128名
都道府県 ご氏名 ご所属先 修了日

【北海道】指導者128名
北海道 山中　恵 医療法人社団　慶友会　吉田病院 2008/11/02

北海道 松山　茂子 市立札幌病院 2008/11/02

北海道 川村　三希子 札幌市立大学 2008/11/02

北海道 小島　悦子 札幌保健医療大学 2008/11/02

北海道 平山　さおり KKR札幌医療センター 2008/11/02

北海道 田島　直子 所属機関なし 2008/11/02

北海道 部川　玲子 北見赤十字病院 第1回_2009/07/12

北海道 竹田　泰子 こだま在宅内科緩和ケアクリニック 第1回_2009/07/12

北海道 石渡　明子 済生会小樽病院 第2回_2009/11/22

北海道 山村　二三江 独立行政法人　国立病院機構　函館病院 第2回_2009/11/22

北海道 小田島　綾子 JA北海道厚生連　帯広厚生病院 第2回_2009/11/22

北海道 須藤　純子 札幌南徳洲会病院 第2回_2009/11/22

北海道 本川　奈穂美 所属機関なし 第2回_2009/11/22

北海道 堀井　一樹 名寄市立総合病院 第3回_2010/07/25

北海道 西田　真理 北海道大学病院 第3回_2010/07/25

北海道 蟹谷　和子 旭川赤十字病院 第3回_2010/07/25

北海道 石川　洋子 旭川医科大学 第3回_2010/07/25

北海道 田中　いずみ 手稲渓仁会病院 第4回_2011/05/22

北海道 長内　さゆり 天使大学 第4回_2011/05/22

北海道 佐藤　明美 札幌医科大学医学部附属病院 第4回_2011/05/22

北海道 濱田　珠美 旭川医科大学 第5回_2011/11/13

北海道 井野　明子 国家公務員共済組合連合会　斗南病院 第5回_2011/11/13

北海道 外川　仁美 市立旭川病院 第5回_2011/11/13

北海道 菊地　美香 所属機関なし 第5回_2011/11/13

北海道 吉村　良子 所属機関なし 第5回_2011/11/13

北海道 長屋　真弓 グラン・セラ訪問看護ステーション 第6回_2012/05/20

北海道 山田　琴絵 KKR札幌医療センター 第6回_2012/05/20

北海道 安藤　恵美 総合病院北見赤十字病院 第6回_2012/05/20

北海道 加藤　真由美 勤医協中央病院 第6回_2012/05/20

北海道 今野　なぎさ 旭川厚生病院 第7回_2012/07/29

北海道 松本　美奈 医療法人渓仁会　手稲家庭医療クリニック 第7回_2012/07/29

北海道 三浦　直子 医療法人　渓仁会　札幌西円山病院 第7回_2012/07/29

北海道 山崎　美惠 緩和ケア訪問看護ステーション札幌 第7回_2012/07/29

北海道 笹田　豊枝 所属機関なし 第7回_2012/07/29

北海道 吉田　奈美江 社会医療法人社団カレスサッポロ　時計台記念病院 第8回_2013/02/24

北海道 内海　明美 市立釧路総合病院 第8回_2013/02/24

北海道 鈴木　真理子 医療法人愛全会　愛全病院 第8回_2013/02/24

北海道 山下　いずみ 江別市立病院 第8回_2013/02/24

北海道 室田　ちひろ 勤医協訪問看護ステーションしのろ 第9回_2013/07/28

北海道 石岡　明子 北海道大学病院 第9回_2013/07/28

北海道 門脇　睦子 所属機関なし 第9回_2013/07/28

北海道 奥田　久美 旭川医科大学 第9回_2013/07/28

北海道 沼田　靖子 市立釧路総合病院 第9回_2013/07/28

北海道 佐々木　浩美 渓和会江別病院 第9回_2013/07/28

北海道 吉井　みゆき いまいホームケアクリニック 第9回_2013/07/28

北海道 小里　裕美 公益財団法人　北海道医療団　帯広第一病院 第10回_2013/11/17

北海道 小野　聡子 北海道公立大学法人　札幌医科大学附属病院 第10回_2013/11/17

北海道 大槻　路代 川西内科胃腸科病院 第10回_2013/11/17

北海道 小野寺　由香 国家公務員共済組合連合会　斗南病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

北海道 大滝　まどか 札幌厚生病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

北海道 赤川　舞子 北見赤十字病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

北海道 小室　綾 北見赤十字病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

北海道 田中　幸恵 札幌医科大学附属病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

北海道 森　佳子 砂川市立病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

北海道 畑中　陽子 所属機関なし 第11回_2014/05/11

北海道 二井矢　ひとみ 医療法人　東札幌病院 第11回_2014/05/11

北海道 小泉　麻有 市立千歳市民病院 第11回_2014/05/11

北海道 成田　佳永 医療法人　渓仁会　手稲渓仁会病院 第11回_2014/05/11

北海道 大坪　聡織 国立病院機構旭川医療センター 第11回_2014/05/11

北海道 池田　ゆかり 市立札幌病院 第12回_2014/07/13

北海道 中川　恵里子 清田病院 第12回_2014/07/13

北海道 北野　由紀 小樽掖済会病院 第12回_2014/07/13

北海道 村上　真貴 市立釧路総合病院 第12回_2014/07/13

北海道 長谷川　さとみ 苫小牧市立病院 第12回_2014/07/13

北海道 畠山　美樹 市立旭川病院 第12回_2014/07/13

北海道 田中　愛子 北海道大学病院 第12回_2014/07/13

北海道 佐藤　やす代 ライフプレステージ白ゆり 第13回_2014/10/19



北海道 半澤　江衣 日本医療大学 2014年度国がん主催_2015/02/01

北海道 藤井　裕子 JA北海道厚生連　札幌厚生病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

北海道 清水　知美 北海道がんセンター 2014年度国がん主催_2015/02/01

北海道 神田　みゆき 独立行政法人　労働者健康福祉機構　釧路労災病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

北海道 引地　美穂 札幌医療生活協同組合　　札幌南青洲病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

北海道 青田　美穂 医療法人 東札幌病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

北海道 横山　直美 所属機関なし 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

北海道 持田　直子 国家公務員共済組合連合会　斗南病院 第14回_2015/09/06

北海道 佐伯　香奈 独立行政法人　釧路労災病院 第14回_2015/09/06

北海道 菅原　由美子 勤医協きくすい訪問看護ステーション 第14回_2015/09/06

北海道 上岡　晃 岩見沢市立総合病院 第15回_2016/02/07

北海道 藤川　智子 苫小牧市立病院 第15回_2016/02/07

北海道 遠藤　佳子 所属機関なし 第15回_2016/02/07

北海道 安藤　留美 公益社団法人　北海道勤労者医療協会　勤医協中央病院 第16回_2016/10/02

北海道 山口　郁恵 JA北海道厚生連　札幌厚生病院 第16回_2016/10/02

北海道 塩谷　明絵 札幌南徳洲会病院 第16回_2016/10/02

北海道 土井　正子 一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団 第16回_2016/10/02

北海道 記虎　美和 東札幌病院 第16回_2016/10/02

北海道 横山　聖美 天使大学 第17回_2017/02/12

北海道 竹内　純恵 岩見沢市立総合病院 第17回_2017/02/12

北海道 納谷　さくら 東札幌病院 第17回_2017/02/12

北海道 小川　美和 勤医協きくすい訪問看護ステーション 第17回_2017/02/12

北海道 池田　奈々子 社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院 第17回_2017/02/12

北海道 濵田　香純 公益財団法人　北海道医療団　帯広第一病院 第17回_2017/02/12

北海道 秋庭　聖子 函館おしま病院 第17回_2017/02/12

北海道 佐藤　いづみ 社会福祉法人　北海道社会事業協会小樽病院 第17回_2017/02/12

北海道 藤原　大地 北海道済生会小樽病院 第18回_2017/08/06

北海道 是廣　由美子 北海道中央労災病院 第18回_2017/08/06

北海道 東倉　亜希子 医療法人　王子総合病院 第18回_2017/08/06

北海道 尾崎　靖子 旭川医科大学病院 第18回_2017/08/06

北海道 平田　妃奈子 JCHO北海道病院 第18回_2017/08/06

北海道 小山　智美 札幌医科大学附属病院 第18回_2017/08/06

北海道 舘野　亜紀子 北海道厚生連　札幌厚生病院 第19回_2018/02/18

北海道 中村　浩美 市立旭川病院 第19回_2018/02/18

北海道 鶴見　紘子 所属機関なし 第19回_2018/02/18

北海道 須藤　祐子 北見赤十字病院 第19回_2018/02/18

北海道 北出　弘美 社会医療法人　恵佑会札幌病院 第19回_2018/02/18

北海道 梶原　陽子 ホームケアクリニック札幌 第20回_2018/10/21

北海道 笠巻　暁代 医療法人東札幌病院 第20回_2018/10/21

北海道 前田　久恵 JA北海道厚生連　札幌厚生病院 第20回_2018/10/21

北海道 佐藤　歩 静明館訪問看護ステーションののはな 第20回_2018/10/21

北海道 佐藤　笑子 苫小牧市立病院 第20回_2018/10/21

北海道 森木　有加里 旭川赤十字病院 第20回_2018/10/21

北海道 松本　めぐみ 所属機関なし 第20回_2018/10/21

北海道 門脇　郁美  独立行政法人　労働者健康安全機構　釧路労災病院 第20回_2018/10/21

北海道 内藤　理沙 旭川医科大学病院 第20回_2018/10/21

北海道 佐藤　さやか 札幌医科大学附属病院 第20回_2018/10/21

北海道 丸　舞 JA北海道厚生連旭川厚生病院 第21回_2019/02/17

北海道 太田　美幸 JA帯広厚生病院 第22回_2019/09/22

北海道 笹谷　幸恵 小樽掖済会病院 第22回_2019/09/22

北海道 渡部　有希 市立札幌病院 第22回_2019/09/22

北海道 中村　由美 北見赤十字病院 第22回_2019/09/22

北海道 星　るみ子 伊達赤十字病院 第22回_2019/09/22

北海道 吉田　綾子 市立千歳市民病院 第22回_2019/09/22

北海道 黒川　文吾 JA北海道厚生連　帯広厚生病院 第23回_2020/02/16

北海道 平野　美穂 社会福祉法人北海道社会事業協会函館病院 第23回_2020/02/16

北海道 田邊　真知子 社会医療法人　恵佑会札幌病院 第24回_2021/09/25

北海道 村上　真知子 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 第24回_2021/09/25

北海道 小林　やよい こだま在宅内科緩和ケアクリニック 第25回_2022/02/05

北海道 國本　紅美子 旭川医科大学病院 第25回_2022/02/05

北海道 多奈田　聖子 東札幌病院 第25回_2022/02/05

東北地方：169名

都道府県 ご氏名 ご所属先 修了日

【青森県】指導者22名

青森県 仙台谷　佳代子 医療法人　ときわ会　ときわ会病院 第1回_2009/07/12

青森県 太田　緑 日本財団在宅看護センターみどりの風訪問看護ステーション 第2回_2009/11/22

青森県 浅利　三和子 弘前大学医学部附属病院 第3回_2010/07/25

青森県 柴田　麻由子 あおもり協立病院 第3回_2010/07/25

青森県 野里　春華 津軽保健生活協同組合 健生病院 第6回_2012/05/20

青森県 一戸　真紀 青森市民病院 第9回_2013/07/28



青森県 佐藤　美紀 下北医療センター　むつ総合病院 第9回_2013/07/28

青森県 馬場　教子 八戸市立市民病院 第9回_2013/07/28

青森県 舘坂　紫穂 八戸赤十字病院 第9回_2013/07/28

青森県 八重樫　学 十和田市立中央病院 第11回_2014/05/11

青森県 佐井　菜央美 独立行政法人国立病院機構　弘前病院 第12回_2014/07/13

青森県 野戸　結花 弘前大学大学院 第12回_2014/07/13

青森県 千葉　陽子 所属機関なし 第12回_2014/07/13

青森県 山下　慈 青森県立中央病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

青森県 力石　圭子 十和田市立中央病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

青森県 柳本　千景 所属機関なし 2014年度国がん主催_2015/02/01

青森県 廣瀬　公美 青森県立中央病院 第16回_2016/10/02

青森県 若松　歩 青森市民病院 第17回_2017/02/12

青森県 冨士井　絢 青森県立中央病院 第18回_2017/08/06

青森県 乙部　綾子 北部上北広域事務組合公立野辺地病院 第19回_2018/02/18

青森県 高橋　由香子 黒石国民健康保険　黒石病院 第20回_2018/10/21

青森県 佐藤　千紗斗 弘前大学医学部附属病院 第24回_2021/09/25

【岩手県】指導者32名

岩手県 遠藤　和江 岩手県立中央病院 2008/06/15

岩手県 高橋　美保 ホームケアクリニック　えん 2008/11/02

岩手県 武田　彩 所属機関なし 第2回_2009/11/22

岩手県 高屋敷　麻理子 公立大学法人岩手県立大学 第3回_2010/07/25

岩手県 伊藤　奈央 岩手医科大学 第5回_2011/11/13

岩手県 竹内　可愛 岩手医科大学附属病院 第8回_2013/02/24

岩手県 工藤　朋子 岩手県立大学 第8回_2013/02/24

岩手県 長谷川　夕子 岩手県立中部病院 第8回_2013/02/24

岩手県 長澤　昌子 岩手医科大学附属病院 第9回_2013/07/28

岩手県 平野　久美子 岩手県立宮古病院 第9回_2013/07/28

岩手県 御供　優子 盛岡市立病院 第9回_2013/07/28

岩手県 伊藤　ゆかり 岩手県立中央病院 第9回_2013/07/28

岩手県 大杉　智子 啓愛会　孝仁病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

岩手県 菅野　綾子 岩手医科大学附属病院 第12回_2014/07/13

岩手県 田村　ゆみえ 医療法人　盛岡つなぎ温泉病院 第12回_2014/07/13

岩手県 中村　ゆかり 盛岡赤十字病院 第12回_2014/07/13

岩手県 横田　眞理子 岩手医科大学附属病院 第13回_2014/10/19

岩手県 佐藤　由紀 岩手医科大学附属病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

岩手県 白澤　美代子 医療法人　友愛会　盛岡友愛病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

岩手県 千葉　美穂 岩手県立磐井病院 第14回_2015/09/06

岩手県 橘　寿江 岩手医科大学附属病院 第15回_2016/02/07

岩手県 伊藤　由美 盛岡市立病院 第15回_2016/02/07

岩手県 泉田　美奈 盛岡赤十字病院 第16回_2016/10/02

岩手県 畠山　弥生 社団医療法人　啓愛会　孝仁病院 第17回_2017/02/12

岩手県 小林　洋子 社団医療法人啓愛会 美山病院 第17回_2017/02/12

岩手県 佐藤　美佳子 一般財団法人岩手済生医会訪問看護ステーションなかつがわ 第17回_2017/02/12

岩手県 畑山　今日子 岩手県立中部病院 第19回_2018/02/18

岩手県 畑山　賢 岩手県立二戸病院 第19回_2018/02/18

岩手県 熊谷　幸子 なんでも医療相談室　倖 第19回_2018/02/18

岩手県 中村　千晶 訪問看護ステーション　あゆみ 第21回_2019/02/17

岩手県 和賀　初美 もりおか往診ホームケアクリニック 第21回_2019/02/17

岩手県 志田　浩子 啓愛会　美山病院 第24回_2021/09/25

【宮城県】指導者38名

宮城県 宮下　光令 東北大学大学院医学系研究科 2008/01

宮城県 綱田　友江 大崎市民病院 2008/06/15

宮城県 菅野　喜久子 やまと在宅診療所登米 第1回_2009/07/12

宮城県 早坂　利恵 宮城県立がんセンター 第1回_2009/07/12

宮城県 小笠原　由美 東北労災病院 第2回_2009/11/22

宮城県 内海　純子 医療法人社団爽秋会　岡部医院 第4回_2011/05/22

宮城県 髙橋　紀子 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター 第4回_2011/05/22

宮城県 池田　咲奈枝 仙台市立病院 第7回_2012/07/29

宮城県 佐々木　理衣 宮城県立がんセンター 第7回_2012/07/29

宮城県 近江　真貴子 医療法人社団　爽秋会　岡部医院訪問看護ステーション 第8回_2013/02/24

宮城県 菅原　よしえ 宮城大学 第9回_2013/07/28

宮城県 二瓶　恭子 大崎市民病院 第9回_2013/07/28

宮城県 名古屋　祐子 宮城県立こども病院 第9回_2013/07/28

宮城県 斎藤　明美 東北大学病院 第9回_2013/07/28

宮城県 鈴木　美穂 宮城県立がんセンター 第9回_2013/07/28

宮城県 熊谷　香織 宮城県立がんセンター 第9回_2013/07/28

宮城県 大和田　幸恵 所属機関なし 2013年度国がん主催_2014/02/16

宮城県 鈴木　敦子 宮城大学看護学群 第12回_2014/07/13

宮城県 高橋　直子 みやぎ県南中核病院 第12回_2014/07/13

宮城県 横田　則子 東北大学病院 第12回_2014/07/13

宮城県 髙橋　寛名 国立病院機構　仙台医療センター 2014年度国がん主催_2015/02/01



宮城県 杉山　育子 所属機関なし 第14回_2015/09/06

宮城県 菊地　浩子 みやぎ県南中核病院 第15回_2016/02/07

宮城県 吉田　詩織 東北大学大学院 第15回_2016/02/07

宮城県 齋藤　久美子 東北公済病院 第16回_2016/10/02

宮城県 小川口　敦子 M2ファーマシー株式会社　エムツー訪問看護ステーション泉 第16回_2016/10/02

宮城県 佐藤　あづさ 光ヶ丘スペルマン病院 第17回_2017/02/12

宮城県 阿部　愛子 宮城大学 第19回_2018/02/18

宮城県 横山　忍 公益財団法人　仙台市医療センター　　仙台オープン病院 第20回_2018/10/21

宮城県 佐々木　晴美 宮城県立がんセンター 第21回_2019/02/17

宮城県 中條　庸子 東北大学病院 第22回_2019/09/22

宮城県 入江　亘 東北大学大学院医学系研究科 第23回_2020/02/16

宮城県 佐藤　真紀子 みやぎ県南中核病院 第23回_2020/02/16

宮城県 竹田　春美 東北大学病院 第23回_2020/02/16

宮城県 菅原　加奈子 大崎市病院事業大崎市民病院 第23回_2020/02/16

宮城県 入江　千恵 独立行政法人宮城県立こども病院 第25回_2022/02/05

宮城県 油井　美紀 東北大学病院 第25回_2022/02/05

宮城県 青山　真帆 東北大学大学院医学系研究科　緩和ケア看護学分野 第25回_2022/02/05

【秋田県】指導者23名

秋田県 石川　千夏 市立秋田総合病院 2008/11/02

秋田県 舩水　裕子 医療法人明和会　中通総合病院 第1回_2009/07/12

秋田県 高橋　加代子 惇慧会　外旭川病院 第7回_2012/07/29

秋田県 冨野　江里子 医療法人惇慧会　外旭川病院 第8回_2013/02/24

秋田県 苅安　真佐美 社会医療法人明和会　中通健康クリニック 第8回_2013/02/24

秋田県 煙山　晶子 秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻 第9回_2013/07/28

秋田県 奥山　奈穂子 JA秋田厚生連平鹿総合病院 第9回_2013/07/28

秋田県 小松　英樹 大曲厚生医療センター 第9回_2013/07/28

秋田県 今野　麻衣子 秋田大学医学部附属病院 第9回_2013/07/28

秋田県 鈴木　聡子 由利組合総合病院 第10回_2013/11/17

秋田県 小松　繭子 社会医療法人　本荘第一病院 第10回_2013/11/17

秋田県 三浦　京子 秋田大学医学部付属病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

秋田県 高橋　麻理子 市立横手病院 第12回_2014/07/13

秋田県 伊藤　直子 秋田厚生医療センター 第12回_2014/07/13

秋田県 佐々木　弘子 JA秋田厚生連　大曲厚生医療センター 第13回_2014/10/19

秋田県 榎本　千佳子 雄勝中央病院 第14回_2015/09/06

秋田県 利　緑 秋田大学大学院医学系研究科 第17回_2017/02/12

秋田県 山平　恵 淳慧会　外旭川病院 第19回_2018/02/18

秋田県 赤木　郁子 外旭川病院 第20回_2018/10/21

秋田県 原田　昭子 国立大学法人　秋田大学医学部附属病院 第21回_2019/02/17

秋田県 飛澤　貴子 JA秋田厚生連　大曲厚生医療センター 第21回_2019/02/17

秋田県 川原　明子 秋田赤十字病院 第22回_2019/09/22

秋田県 小林　麻未 雄勝中央病院 第23回_2020/02/16

【山形県】指導者26名

山形県 村上　祥子 日本海総合病院 第4回_2011/05/22

山形県 釼持　朝子 所属機関なし 第6回_2012/05/20

山形県 蜂谷　博子 訪問診療クリニックやまがた 第6回_2012/05/20

山形県 遠藤　俊子 公立置賜総合病院 第7回_2012/07/29

山形県 海野　一美 山形大学医学部附属病院 第8回_2013/02/24

山形県 古瀬　みどり 山形大学 第8回_2013/02/24

山形県 渡部　芳紀 (財)三友堂病院 第9回_2013/07/28

山形県 鹿野　たかね 山形大学医学部附属病院 第9回_2013/07/28

山形県 阿部　仁美 山形県鶴岡市立荘内病院 第9回_2013/07/28

山形県 斉藤　優子 山形県立新庄病院 第9回_2013/07/28

山形県 新宮　久子 山形済生病院 第9回_2013/07/28

山形県 齋藤　春美 山形県立河北病院 第10回_2013/11/17

山形県 竹田　美和子 公立置賜総合病院 第10回_2013/11/17

山形県 工藤　由美 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院 第12回_2014/07/13

山形県 重野　朋子 一般財団法人三友堂病院 第14回_2015/09/06

山形県 伊藤　裕美 公立置賜総合病院 第14回_2015/09/06

山形県 安孫子　さとみ 山形県立中央病院 第15回_2016/02/07

山形県 齋藤　智子 済生会　山形済生病院 第15回_2016/02/07

山形県 鈴木　美穂 公立置賜総合病院 第16回_2016/10/02

山形県 永井　晶子 所属機関なし 第16回_2016/10/02

山形県 松田　芳美 やまがた健康推進機構 第18回_2017/08/06

山形県 上林　沙希子 鶴岡市立荘内病院 第19回_2018/02/18

山形県 伊藤　千絵 山形大学医学部附属病院 第22回_2019/09/22

山形県 阿部　美知子 鶴岡市立荘内病院 第23回_2020/02/16

山形県 髙橋　篤子 山形県立新庄病院 第25回_2022/02/05

山形県 大塚　千奈 公立置賜総合病院 第25回_2022/02/05

【福島県】指導者28名

福島県 青木　純子 ふくしま在宅緩和ケアクリニック 2008/11/02

福島県 岸波　郁子 財団法人　太田綜合病院附属太田西ノ内病院 第1回_2009/07/12



福島県 長窪　望 所属機関なし 第3回_2010/07/25

福島県 小石澤　ゆかり 一般財団法人　慈山会医学研究所付属　坪井病院 第5回_2011/11/13

福島県 藤本　順子 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 第5回_2011/11/13

福島県 松浦　千恵 所属機関なし 第5回_2011/11/13

福島県 保坂　ルミ 福島県立医科大学医学部附属病院 第6回_2012/05/20

福島県 三浦　浅子 公立大学法人福島県立医科大学 第9回_2013/07/28

福島県 阿部　陽子 在宅看護センター陽だまり 第9回_2013/07/28

福島県 菊地　真由美 福島労災病院 第9回_2013/07/28

福島県 景山　里香 総合南東北病院 第9回_2013/07/28

福島県 庄司　晴美 竹田綜合病院 第9回_2013/07/28

福島県 保　美菜 訪問看護ステーションすかわ 第10回_2013/11/17

福島県 戸室　真理子 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

福島県 千葉　久美子 一般財団法人　慈山会医学研究所付属　坪井病院 第12回_2014/07/13

福島県 尾形　美貴子 (株)アトックス　福島復興支社 第12回_2014/07/13

福島県 鈴木　則子 社団医療法人　養生会　かしま病院 第12回_2014/07/13

福島県 小野寺　志保 いわき市医療センター 第13回_2014/10/19

福島県 久保木　優佳 所属機関なし 第13回_2014/10/19

福島県 尾形　育恵 公益財団法人　星総合病院 第15回_2016/02/07

福島県 上村　博子 独立行政法人　労働者健康福祉機構　福島労災病院 第15回_2016/02/07

福島県 上河辺　愛 清水病院 第17回_2017/02/12

福島県 中川　みどり 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 第17回_2017/02/12

福島県 白井　祝子 一財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 第18回_2017/08/06

福島県 吉田　美千重 福島労災病院 第19回_2018/02/18

福島県 岡田　聡子 社団医療法人養生会かしま病院 第19回_2018/02/18

福島県 長谷川　友美 JA福島厚生連　白河厚生総合病院 第20回_2018/10/21

福島県 古橋　知子 福島県立医科大学 第22回_2019/09/22

関東地方：664名

都道府県 ご氏名 ご所属先 修了日

【茨城県】指導者38名

茨城県 佐藤　絹代 一般社団法人がんサポートナース 第1回_2009/07/12

茨城県 馬場　玲子 筑波大学附属病院 2008/01

茨城県 松本　俊子 総合病院　土浦協同病院、茨城県地域がんセンター 2008/06/15

茨城県 入江　佳子 筑波大学附属病院 2008/06/15

茨城県 金田　まり子 友愛記念病院 第2回_2009/11/22

茨城県 角　智美 茨城県立中央病院 第2回_2009/11/22

茨城県 黒澤　薫子 一般社団法人ハーモニーナース 第3回_2010/07/25

茨城県 須田　さと子 財)筑波メディカルセンター病院 第4回_2011/05/22

茨城県 松下　久美子 友愛記念病院 第4回_2011/05/22

茨城県 檜谷　貴子 筑波メディカルセンター病院 第5回_2011/11/13

茨城県 小林　美喜 筑波メディカルセンター病院 第6回_2012/05/20

茨城県 風間　郁子 筑波大学附属病院 第6回_2012/05/20

茨城県 富山　淳江 なわ内科・呼吸器クリニック 第6回_2012/05/20

茨城県 菊地　里子 茨城県西部メディカルセンター 第7回_2012/07/29

茨城県 久野　美雪 東京医科大学茨城医療センター 第7回_2012/07/29

茨城県 坂本　明子 水戸赤十字病院 第7回_2012/07/29

茨城県 佐々木　圭子 (株)日立製作所 日立総合病院 第7回_2012/07/29

茨城県 田中　久美 公益財団法人　筑波メディカルセンター 第8回_2013/02/24

茨城県 大貫　邦枝 茨城県立中央病院 第8回_2013/02/24

茨城県 小澤　尚子 常磐大学 第9回_2013/07/28

茨城県 植野　佳子 所属機関なし 第10回_2013/11/17

茨城県 神谷　未加 株式会社　日立製作所　ひたちなか総合病院 第11回_2014/05/11

茨城県 関口　智子 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 第12回_2014/07/13

茨城県 関野　晴美 茨城県立こども病院 第12回_2014/07/13

茨城県 木野　美和子 筑波メディカルセンター病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

茨城県 外山　美紀 筑波大学附属病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

茨城県 鯉沼　とも子 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

茨城県 鈴木　三栄子 JA　取手総合医療センター 第14回_2015/09/06

茨城県 金澤　真由美 筑波大学附属病院 第15回_2016/02/07

茨城県 秦　千晴 株式会社　日立製作所　日立総合病院 第17回_2017/02/12

茨城県 坂下　聖子 茨城県立中央病院 第21回_2019/02/17

茨城県 中嶋　恵 株式会社　日立製作所　日立総合病院 第21回_2019/02/17

茨城県 木川田　葉子 総合病院土浦協同病院 第22回_2019/09/22

茨城県 横張　美律恵 茨城西南医療センター病院 第22回_2019/09/22

茨城県 前田　睦美 茨城県立中央病院 第23回_2020/02/16

茨城県 山下　貴郁 国立大学法人筑波大学附属病院 第25回_2022/02/05

茨城県 中辻　香邦子 公益財団法人　筑波メディカルセンター病院 第25回_2022/02/05

茨城県 釜崎　久美子 総合病院　土浦協同病院 第25回_2022/02/05

【栃木県】指導者32名

栃木県 佐藤　友香 社会医療法人　博愛会　菅間記念病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

栃木県 岸田　さな江 獨協医科大学病院 2008/11/02



栃木県 山部　千賀子 所属機関なし 2008/11/02

栃木県 舘野　久子 所属機関なし 第1回_2009/07/12

栃木県 佐藤　清江 自治医科大学附属病院 第5回_2011/11/13

栃木県 千葉　さおり 自治医科大学附属病院 第7回_2012/07/29

栃木県 船田　智保 芳賀赤十字病院 第8回_2013/02/24

栃木県 塩ノ谷　麻咲美 足利赤十字病院 第9回_2013/07/28

栃木県 小松崎　香 自治医科大学附属病院 第9回_2013/07/28

栃木県 片岡　砂織 栃木県立がんセンター 第9回_2013/07/28

栃木県 齋藤　季子 訪問看護ステーションとことこ 2013年度国がん主催_2014/02/16

栃木県 羽石　洋子 済生会宇都宮病院 第11回_2014/05/11

栃木県 佐藤　香奈 済生会宇都宮病院 第12回_2014/07/13

栃木県 谷　規久子 所属機関なし 第12回_2014/07/13

栃木県 中山　章子 自治医科大学附属病院 第12回_2014/07/13

栃木県 水野　恵美 那須赤十字病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

栃木県 手塚　佳世子 獨協医科大学病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

栃木県 田代　千香 国際医療福祉大学 第14回_2015/09/06

栃木県 立川　奈津子 那須赤十字病院 第14回_2015/09/06

栃木県 野村　亜矢 獨協医科大学病院 第14回_2015/09/06

栃木県 伊澤　紀子 済生会宇都宮病院 第15回_2016/02/07

栃木県 宮崎　好美 佐野厚生総合病院 第15回_2016/02/07

栃木県 渡邊　佳代 新小山市民病院 第17回_2017/02/12

栃木県 櫻田　奈緒 獨協医科大学病院 第17回_2017/02/12

栃木県 川島　麻美子 とちぎ訪問看護ステーションあしかが 第17回_2017/02/12

栃木県 岡　ゆかり 佐野厚生総合病院 第18回_2017/08/06

栃木県 檜山　千春 日本赤十字社　那須赤十字病院 第18回_2017/08/06

栃木県 皆川　麗沙 自治医科大学附属病院 第20回_2018/10/21

栃木県 前田　直子 佐野厚生総合病院 第22回_2019/09/22

栃木県 加持　有美子 佐野厚生総合病院 第22回_2019/09/22

栃木県 井上　麻衣子 自治医科大学附属病院 第23回_2020/02/16

栃木県 松本　幸絵 地方独立行政法人栃木県立がんセンター 第23回_2020/02/16

【群馬県】指導者30名

群馬県 石塚　裕子 公立富岡総合病院 2008/11/02

群馬県 羽鳥　裕美子 国立病院機構　高崎総合医療センター 第1回_2009/07/12

群馬県 本多　昌子 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 第1回_2009/07/12

群馬県 神宮　彩子 特定非営利活動法人　かんわケア大地 第2回_2009/11/22

群馬県 渡辺　麻紀 所属機関なし 第2回_2009/11/22

群馬県 津金澤　理恵子 公立富岡総合病院 第3回_2010/07/25

群馬県 浅川　あけみ 所属機関なし 第3回_2010/07/25

群馬県 金子　直美 桐生厚生総合病院 第4回_2011/05/22

群馬県 茂木　真由美 群馬県立がんセンター 第4回_2011/05/22

群馬県 齊田　綾子 富岡地域医療企業団　公立七日市病院 第5回_2011/11/13

群馬県 髙田　由 所属機関なし 第6回_2012/05/20

群馬県 梨木　恵実子 群馬大学大学院保健学研究科 第9回_2013/07/28

群馬県 戸谷　幸佳 群馬県立県民健康科学大学 第9回_2013/07/28

群馬県 橋本　かよ子 公立富岡総合病院 第9回_2013/07/28

群馬県 安齋　玲子 館林厚生病院 第9回_2013/07/28

群馬県 松本　好美 群馬県立がんセンター 第11回_2014/05/11

群馬県 山田　はるえ 国立病院機構　渋川医療センター 第12回_2014/07/13

群馬県 加藤　裕美 原町赤十字病院 第13回_2014/10/19

群馬県 古池　きよみ 公立藤岡総合病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

群馬県 五十嵐　美幸 伊勢崎市民病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

群馬県 金子　結花 群馬大学医学部附属病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

群馬県 小和田　美由紀 所属機関なし 2014年度国がん主催_2015/02/01

群馬県 松沼　晶子 桐生大学医療保健学部 第14回_2015/09/06

群馬県 櫻井　通恵 群馬県立がんセンター 第18回_2017/08/06

群馬県 阿部　佳奈子 群馬県立がんセンター 第19回_2018/02/18

群馬県 櫻井　史子 独立行政法人国立病院機構　高崎総合医療センター 第21回_2019/02/17

群馬県 菅原　恵里子 公立藤岡総合病院 第21回_2019/02/17

群馬県 木村　香 群馬県立がんセンター 第22回_2019/09/22

群馬県 高山　千春 群馬大学医学部附属病院 第24回_2021/09/25

群馬県 宮澤　純江 群馬大学医学部附属病院 第25回_2022/02/05

【埼玉県】指導者68名

埼玉県 島津　ちほ JMA東埼玉訪問看護ステーション 2008/11/02

埼玉県 小林　陸奥美 南部厚生病院 第1回_2009/07/12

埼玉県 新井　敏子 所属機関なし 第1回_2009/07/12

埼玉県 相澤　佳代子 ふじもと緩和ケアクリニック 第2回_2009/11/22

埼玉県 大島　英子 社団法人愛友会　エルサ上尾 第2回_2009/11/22

埼玉県 高橋　千春 八潮中央総合病院 第2回_2009/11/22

埼玉県 武石　葉月 医療生協さいたま　訪問看護ステーション虹 第2回_2009/11/22

埼玉県 田島　明子 所属機関なし 第2回_2009/11/22

埼玉県 寺側　優里 上尾中央第二病院 第5回_2011/11/13



埼玉県 飯岡　由紀子 埼玉県立大学 第5回_2011/11/13

埼玉県 髙橋　真理子 さいたま赤十字病院 第5回_2011/11/13

埼玉県 相良　君映 シャローム病院 第7回_2012/07/29

埼玉県 森　直美 医療生協さいたま　埼玉協同病院 第8回_2013/02/24

埼玉県 安江　佳美 上尾中央総合病院 第8回_2013/02/24

埼玉県 岡谷　綾 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 第8回_2013/02/24

埼玉県 知崎　聖子 さいたま市社協訪問看護ステーションおおみや 第9回_2013/07/28

埼玉県 桐山　徹 医療法人社団　東光会　戸田中央総合病院 第10回_2013/11/17

埼玉県 齋藤　圭子 さいたま市立病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

埼玉県 清水　麻美子 埼玉県立がんセンター 2013年度国がん主催_2014/02/16

埼玉県 宇都　健一郎 吉川中央総合病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

埼玉県 塩井　厚子 埼玉医科大学国際医療センター 第12回_2014/07/13

埼玉県 柳　亜希子 丸山記念総合病院 第12回_2014/07/13

埼玉県 真野　響子 日本医療科学大学 第12回_2014/07/13

埼玉県 大友　晋 川口市立医療センター 第12回_2014/07/13

埼玉県 大西　由紀子 自治医科大学附属さいたま医療センター 第12回_2014/07/13

埼玉県 梅山　恵一郎 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 第13回_2014/10/19

埼玉県 村松　真実 埼玉巨樹の会　新久喜総合病院 第13回_2014/10/19

埼玉県 森住　美幸 埼玉県立がんセンター 第13回_2014/10/19

埼玉県 山戸　千枝 埼玉県立がんセンター 第13回_2014/10/19

埼玉県 河村　理絵 小林病院 第13回_2014/10/19

埼玉県 下永吉　麻里 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 2014年度国がん主催_2015/02/01

埼玉県 玉木　秀子 埼玉医科大学国際医療センター 2014年度国がん主催_2015/02/01

埼玉県 赤地　桂子 埼玉県済生会川口総合病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

埼玉県 菅谷　梨香 上福岡高等看護学院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

埼玉県 大塩　瑞穂 南部厚生病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

埼玉県 新沼　絵美 所属機関なし 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

埼玉県 小峰　和美 埼玉医科大学総合医療センター 第15回_2016/02/07

埼玉県 田島　玲子 グループホームあかつき訪問看護ステーション 第15回_2016/02/07

埼玉県 池田　幸恵 獨協医科大学埼玉医療センター 第15回_2016/02/07

埼玉県 田中　美代子 CUC看護クラーク西上尾 第15回_2016/02/07

埼玉県 大久保　敦子 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 第15回_2016/02/07

埼玉県 阿部　恵美 埼玉医科大学総合医療センター 第16回_2016/10/02

埼玉県 加藤　加澄 社会医療法人　ジャパンメディカルアライアンス　東埼玉総合病院 第16回_2016/10/02

埼玉県 池上　厚子 埼玉医科大学　総合医療センター　訪問看護ステーション 第17回_2017/02/12

埼玉県 近藤　夏貴 埼玉医科大学国際医療センター 第17回_2017/02/12

埼玉県 関根　和佳子 所属機関なし 第17回_2017/02/12

埼玉県 穴澤　友美 埼玉医科大学総合医療センター 第18回_2017/08/06

埼玉県 五十嵐　浩治 公益社団法人東松山医師会　東松山医師会病院 第19回_2018/02/18

埼玉県 多田　真佐子 深谷赤十字病院 第19回_2018/02/18

埼玉県 松崎　正子 埼玉医科大学総合医療センター 第19回_2018/02/18

埼玉県 六反　勝美 埼玉石心会病院 第19回_2018/02/18

埼玉県 平野　裕子 埼玉県立大学 第20回_2018/10/21

埼玉県 大関　ちはや 所属機関なし 第21回_2019/02/17

埼玉県 佐久間　紀香 医療法人社団愛友会　伊奈病院 第21回_2019/02/17

埼玉県 大沢　岸子 浦和東訪問看護ステーション 第21回_2019/02/17

埼玉県 是枝　佐由子 医療法人武蔵野総合病院 第21回_2019/02/17

埼玉県 中野　博之 医療法人　武蔵野会　TMGあさか医療センター 第22回_2019/09/22

埼玉県 岡本　陽子 所沢看護専門学校 第22回_2019/09/22

埼玉県 青木　真貴子 ニ―ズ訪問看護リハビリステ―ション西大宮 第22回_2019/09/22

埼玉県 黒澤　喜美子 秩父市立病院 第22回_2019/09/22

埼玉県 湯之原　絢 独立行政法人　国立病院機構　埼玉病院 第22回_2019/09/22

埼玉県 阿部　圭那子 防衛医大病院 第24回_2021/09/25

埼玉県 平田　美佳 埼玉県立大学 第24回_2021/09/25

埼玉県 岸　桜 埼玉県立がんセンター 第24回_2021/09/25

埼玉県 岡田　千草 医療生協さいたま　ケアセンターひだまり 第24回_2021/09/25

埼玉県 颯田　優子 戸田中央総合病院 第24回_2021/09/25

埼玉県 福地　麻貴子 埼玉県立小児医療センター 第24回_2021/09/25

埼玉県 高橋　和子 みさと健和病院 第24回_2021/09/25

【千葉県】指導者71名

千葉県 福田　裕子 株式会社　まちナース 2008/01

千葉県 柏谷　優子 辻仲病院柏の葉 2008/06/15

千葉県 藤澤　陽子 千葉大学医学部附属病院 2008/11/02

千葉県 江川　知子 東京女子医科大学八千代医療センター 第1回_2009/07/12

千葉県 前川　智子 国立がん研究センター東病院 第1回_2009/07/12

千葉県 中　真由美 所属機関なし 第1回_2009/07/12

千葉県 久保田　新 量子科学技術研究開発機構　放射線医学総合研究所病院 第2回_2009/11/22

千葉県 広瀬　真紀子 さんむ医療センター 第3回_2010/07/25

千葉県 平田　貴和子 日本医科大学千葉北総病院 第3回_2010/07/25

千葉県 上杉　英生 学校法人加計学園　千葉科学大学 第4回_2011/05/22

千葉県 加藤　真理 市川市医師会訪問看護ステーション 第5回_2011/11/13



千葉県 千葉　恵子 学校法人亀田医療大学 第5回_2011/11/13

千葉県 岩崎　紀久子 淑徳大学 第7回_2012/07/29

千葉県 佐々木　ゆかり 船橋市在宅医療支援拠点　ふなぽーと 第9回_2013/07/28

千葉県 笠谷　美保 千葉労災病院 第9回_2013/07/28

千葉県 小沼　由佳 津田沼中央総合病院 第9回_2013/07/28

千葉県 樋口　こず絵 千葉県がんセンター 第10回_2013/11/17

千葉県 尾形　良子 医療法人財団　明理会　行徳総合病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

千葉県 小林　直子 国立がん研究センター東病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

千葉県 東樹　京子 独立行政法人国立がん研究センター東病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

千葉県 吉岡　多美子 順天堂大学医学部附属浦安病院 第11回_2014/05/11

千葉県 高島　美智子 千葉市立海浜病院 第12回_2014/07/13

千葉県 増田　和 松戸ニッセイ聖隷クリニック 第12回_2014/07/13

千葉県 中本　かおり 松戸市立福祉医療センター東松戸病院 第12回_2014/07/13

千葉県 杉森　久美 船橋市立医療センター 第13回_2014/10/19

千葉県 丹藤　千絵 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター 第13回_2014/10/19

千葉県 舞鶴　史絵 前原ハート訪問看護ステーション 第13回_2014/10/19

千葉県 大竹　都 のぞみの花クリニック 第13回_2014/10/19

千葉県 手渡　和子 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター 2014年度国がん主催_2015/02/01

千葉県 田中　優子 国立がん研究センター東病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

千葉県 並木　瑠理江 東京歯科大学市川総合病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

千葉県 濱口　恵子 新東京病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

千葉県 幸阪　貴子 千葉東病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

千葉県 鎌田　佳子 聖隷佐倉市民病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

千葉県 山口　ゆかり 医療法人曙会　流山中央病院 第14回_2015/09/06

千葉県 髙橋　惠子 てんだい訪問看護ステーション 第14回_2015/09/06

千葉県 米村　久美子 所属機関なし 第14回_2015/09/06

千葉県 組山　久美 のぞみの花クリニック 第15回_2016/02/07

千葉県 比田井　理恵 千葉県救急医療センター 第15回_2016/02/07

千葉県 川村　幸子 のぞみの花クリニック 第15回_2016/02/07

千葉県 吉田　佳織 医療法人社団協友会　船橋総合病院 第16回_2016/10/02

千葉県 平野　知子 日本医科大学千葉北総病院 第16回_2016/10/02

千葉県 飯塚　美佐子 北柏リハビリ総合病院 第16回_2016/10/02

千葉県 米持　奈津美 独立行政法人　千葉医療センター 第16回_2016/10/02

千葉県 泉川　志保 医療法人社団　康喜会　辻仲病院柏の葉 第17回_2017/02/12

千葉県 篠田　幸子 所属機関なし 第18回_2017/08/06

千葉県 蒲原　亨子 医療法人社団　康喜会　辻仲病院柏の葉 第18回_2017/08/06

千葉県 山本　紗綾香 MANA訪問看護ステーション 第18回_2017/08/06

千葉県 髙地　香枝 独立行政法人国立病院機構下志津病院 第18回_2017/08/06

千葉県 千田　操 東京慈恵会医科大学附属柏病院 第18回_2017/08/06

千葉県 井上　菜穂美 淑徳大学 第19回_2018/02/18

千葉県 乳井　直子 柏厚生総合病院 第21回_2019/02/17

千葉県 荘司　美紀 千葉大学医学部付属病院 第21回_2019/02/17

千葉県 安室　千鶴 君津中央病院 第21回_2019/02/17

千葉県 荒井　賞枝 東京慈恵会医科大学附属柏病院 第21回_2019/02/17

千葉県 河嶌　夏來 国立がん研究センター東病院 第21回_2019/02/17

千葉県 中村　亜紀 帝京大学ちば総合医療センター 第21回_2019/02/17

千葉県 長坂　奎英 キッコーマン株式会社キッコーマン総合病院 第21回_2019/02/17

千葉県 信太　千恵子 国保旭中央病院 第21回_2019/02/17

千葉県 小幡　里美 君津中央病院 第22回_2019/09/22

千葉県 畠山　奈美 千葉西総合病院 第22回_2019/09/22

千葉県 佐藤　智美 医療法人社団　誠馨会　総泉病院 第23回_2020/02/16

千葉県 田上　千佳子 千葉県立佐原病院 第23回_2020/02/16

千葉県 宮脇　真代 東邦大学医療センター佐倉病院 第23回_2020/02/16

千葉県 ワーファ　純子 こすもす訪問看護ステーション 第23回_2020/02/16

千葉県 稲垣　麦野 船橋市立医療センター 第23回_2020/02/16

千葉県 細川　順子 船橋市立医療センター 第24回_2021/09/25

千葉県 田中　紀子 津田沼中央総合病院 第25回_2022/02/05

千葉県 石黒　結花 東京歯科大学市川総合病院 第25回_2022/02/05

千葉県 鈴木　美穂 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 第25回_2022/02/05

千葉県 西村　理恵子 帝京大学医学部付属病院 第25回_2022/02/05

【東京都】指導者277名

東京都 長谷川　智子 東京都済生会中央病院 第23回_2020/02/16

東京都 梅田　恵 日本ホスピスホールディングス株式会社 2008/01

東京都 河　正子 NPO法人緩和ケアサポートグループ 2008/01

東京都 高橋　美賀子 聖路加国際病院 2008/01

東京都 笹原　朋代 ファミリー・ホスピス株式会社 2008/01

東京都 細矢　美紀 国立がん研究センター中央病院 2008/01

東京都 廣岡　佳代 東京医療保健大学東が丘看護学部 2008/01

東京都 桑田　美代子 医療法人社団慶成会青梅慶友病院 2008/01

東京都 森　文子 国立がんセンター がん対策情報センター 2008/06/15

東京都 細田　志衣 聖路加国際大学 2008/06/15



東京都 長島　明美 東京都立大塚病院 2008/06/15

東京都 安藤　由香里 日本赤十字社医療センター 2008/06/15

東京都 松浦　れい子 NTT東日本関東病院 2008/06/15

東京都 脇谷　美由紀 昭和大学病院 2008/06/15

東京都 高野　真優子 聖路加国際病院 2008/06/15

東京都 山田　雅子 聖路加看護大学 2008/06/15

東京都 須山　郁子 所属機関なし 2008/11/02

東京都 平川　未来 訪問看護ステーション　タック 2008/11/02

東京都 矢野　和美 国際医療福祉大学大学院 2008/11/02

東京都 石井　和美 国立がん研究センター中央病院 看護部 2008/11/02

東京都 福島　里子 東京医科大学八王子医療センター 2008/11/02

東京都 高橋　久美 医療法人社団　慶成会　青梅慶友病院 2008/11/02

東京都 中山　祐紀子 越川病院 2008/11/02

東京都 並木　さやか 社)ひかりの森訪問看護ステーション 第1回_2009/07/12

東京都 坂本　祐子 クラーチ 第1回_2009/07/12

東京都 中尾　正寿 NTT東日本関東病院 第1回_2009/07/12

東京都 星野　信子 東京都立大塚病院 第1回_2009/07/12

東京都 黒木　由里子 日本赤十字社医療センター 第1回_2009/07/12

東京都 本間　織重 昭和大学病院看護部/昭和大学保健医療学部 第1回_2009/07/12

東京都 吉田　みつ子 日本赤十字看護大学 第1回_2009/07/12

東京都 矢尾　知恵子 むさしの丘ファミリークリニック 第2回_2009/11/22

東京都 宗定　水奈子 東京純心大学看護学部 第2回_2009/11/22

東京都 河野　佳代 ホウカンTOKYO杉並中野 第2回_2009/11/22

東京都 石川　麗子 街のイスキア訪問ナースステーション 第2回_2009/11/22

東京都 内田　栄子 訪問看護ステーション国立メディカルケア 第2回_2009/11/22

東京都 宮武　友子 がん・感染症センター都立駒込病院 第2回_2009/11/22

東京都 本松　裕子 東京医科歯科大学医学部附属病院 第2回_2009/11/22

東京都 古澤　真理子 所属機関なし 第2回_2009/11/22

東京都 清野　ひさえ 所属機関なし 第2回_2009/11/22

東京都 馬越　雅理 東邦大学医療センター大森病院 第3回_2010/07/25

東京都 深田　陽子 日本医科大学付属病院 第3回_2010/07/25

東京都 鈴木　悦子 豊島病院 第3回_2010/07/25

東京都 新幡　智子 慶應義塾大学 第3回_2010/07/25

東京都 岩本　美栄 所属機関なし 第3回_2010/07/25

東京都 山本　美津子 所属機関なし 第3回_2010/07/25

東京都 塩塚　優子 所属機関なし 第3回_2010/07/25

東京都 大石　恵子 上智社会福祉専門学校 第4回_2011/05/22

東京都 向原　愛恵 所属機関なし 第4回_2011/05/22

東京都 平原　優美 あすか山訪問看護ステーション 第4回_2011/05/22

東京都 儀間　真由美 株式会社スペースなる 第4回_2011/05/22

東京都 古井　奈美 東京逓信病院 第4回_2011/05/22

東京都 黒澤　亮子 東邦大学医療センター大森病院 第4回_2011/05/22

東京都 加藤　麻樹子 ピュア・ハート訪問看護ステーション　青い空 第4回_2011/05/22

東京都 奥村　晃子 所属機関なし 第4回_2011/05/22

東京都 浅見　真美子 所属機関なし 第4回_2011/05/22

東京都 四垂　美保 医療法人社団慶成会　青梅慶友病院 第5回_2011/11/13

東京都 中野　真理子 順天堂大学医学部付属順天堂医院 第5回_2011/11/13

東京都 長江　弘子 東京女子医科大学　看護学部 第5回_2011/11/13

東京都 瀬戸　弘美 東京共済病院 第6回_2012/05/20

東京都 田代　真理 悠翔会在宅クリニック 第6回_2012/05/20

東京都 田中　和子 株式会社在宅看護センターくるみ 第6回_2012/05/20

東京都 本田　晶子 訪問看護パリアン 第6回_2012/05/20

東京都 柏田　孝美 三井記念病院 第6回_2012/05/20

東京都 佐瀬　路子 所属機関なし 第6回_2012/05/20

東京都 安里　美佳 所属機関なし 第6回_2012/05/20

東京都 石原　ゆきゑ 昭和大学病院 総合相談センター 第7回_2012/07/29

東京都 逢阪　美里 聖路加国際病院 第7回_2012/07/29

東京都 甲斐　里香 訪問看護ステーションはな 第7回_2012/07/29

東京都 山口　綾子 東京逓信病院 第7回_2012/07/29

東京都 小園　香奈子 認定NPO法人マギーズ東京 第7回_2012/07/29

東京都 池口　佳子 文京学院大学 第8回_2013/02/24

東京都 櫻井　智穂子 東京医療保健大学 第8回_2013/02/24

東京都 藤咲　麻美 国際医療福祉大学三田病院 第8回_2013/02/24

東京都 清水　由佳 メイプル　ブレストケア　クリニック 第8回_2013/02/24

東京都 岩崎　多津代 国立病院機構　東京医療センター 第8回_2013/02/24

東京都 中島　朋子 東久留米白十字訪問看護ステーション 第8回_2013/02/24

東京都 亀谷　由佳子 東京都健康長寿医療センター 第8回_2013/02/24

東京都 髙山　裕子 独立行政法人地域医療機能推進機構本部 第8回_2013/02/24

東京都 近藤　靖子 医療法人社団　悠翔会 第8回_2013/02/24

東京都 中澤　葉宇子 国立がん研究センター 第9回_2013/07/28

東京都 服部　雅美 東京女子医科大学病院 第9回_2013/07/28



東京都 髙橋　里江 都立駒込病院 第9回_2013/07/28

東京都 若松　九二子 所属機関なし 第9回_2013/07/28

東京都 熊谷　靖代 野村訪問看護ステーション 第9回_2013/07/28

東京都 斎藤　明子 かのん訪問看護ステーションとも 第9回_2013/07/28

東京都 雨宮　裕美子 東大和訪問看護武蔵村山サテライト 第9回_2013/07/28

東京都 河島　地草 がん研究会有明病院 第9回_2013/07/28

東京都 澤田　恵美子 救世軍清瀬病院 第10回_2013/11/17

東京都 千田　英理子 日本医科大学付属病院 第10回_2013/11/17

東京都 榎本　英子 JCHO　東京新宿メディカルセンター 第10回_2013/11/17

東京都 大久保　良子 東邦大学医療センター大森病院 第10回_2013/11/17

東京都 渡辺　千亜紀 小平中央リハビリテーション病院 第10回_2013/11/17

東京都 小暮　和歌子 ふれあい訪問看護ステーション 第10回_2013/11/17

東京都 矢野　淳子 日本赤十字医療センター 第10回_2013/11/17

東京都 一瀬　直子 東京臨海病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

東京都 坂詰　大輔 ナースケア・ステーション 2013年度国がん主催_2014/02/16

東京都 濱也　智子 国立国際医療研究センター病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

東京都 貫田　みゆき 帝京大学医学部附属病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

東京都 腰原　麻衣子 所属機関なし 2013年度国がん主催_2014/02/16

東京都 多田　啓恵 都立神経病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

東京都 三浦　恵美子 聖母病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

東京都 菅野　桂子 NTT　東日本　関東病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

東京都 花出　正美 がん研究会有明病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

東京都 小笠原　利枝 ファミリー・ホスピス株式会社 2013年度国がん主催_2014/02/16

東京都 渡邉　直美 東京女子医科大学病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

東京都 橋本　裕 所属機関なし 2013年度国がん主催_2014/02/16

東京都 石田　正子 国立療養所多磨全生園 第11回_2014/05/11

東京都 大島　佐和子 大森赤十字病院 第11回_2014/05/11

東京都 山口　綾子 町田市民病院 第11回_2014/05/11

東京都 藤原　紀子 東京大学医科学研究所 第11回_2014/05/11

東京都 中村　和美 東邦大学医療センター大森病院 第11回_2014/05/11

東京都 堀江　亜紀子 公立阿伎留医療センター 第11回_2014/05/11

東京都 佐藤　十美 セコム医療システム(株) 第11回_2014/05/11

東京都 木村　亜希 東京逓信病院 第11回_2014/05/11

東京都 大町　梨恵子 多摩南部地域病院 第11回_2014/05/11

東京都 山元　智穂 社会福祉法人浴風会　浴風会病院 第11回_2014/05/11

東京都 徳永　圭美 がん研究会有明病院 第11回_2014/05/11

東京都 志賀　幸 NTT東日本関東病院 第11回_2014/05/11

東京都 今浦　抄緒理 三鷹市東部地域包括支援センター　(　社会福祉法人　東京弘済園　) 第11回_2014/05/11

東京都 堀　孔美恵 東邦大学医療センター大橋病院 第12回_2014/07/13

東京都 富岡　里江 訪問看護ステーション　はーと 第12回_2014/07/13

東京都 宮嶋　かなえ 青梅市立総合病院 第12回_2014/07/13

東京都 内田　真弓 東京衛生病院 第12回_2014/07/13

東京都 佐藤　直子 聖路加国際大学 第12回_2014/07/13

東京都 安住　和夏 日本郵政株式会社　東京逓信病院 第12回_2014/07/13

東京都 松尾　あゆみ 東京女子医科大学病院 第12回_2014/07/13

東京都 野島　あけみ 株式会社楓の風 第12回_2014/07/13

東京都 牧　克仁 昭和大学病院 第12回_2014/07/13

東京都 半田　美保 青梅慶友病院 第12回_2014/07/13

東京都 安田　有希 所属機関なし 第12回_2014/07/13

東京都 木嶋　あすか 国立がん研究センター中央病院 第12回_2014/07/13

東京都 田中　美奈子 都立駒込病院 第12回_2014/07/13

東京都 後藤　由実子 公益財団法人　結核予防会　新山手病院 第12回_2014/07/13

東京都 古谷　真希 所属機関なし 第12回_2014/07/13

東京都 田中　康代 慶應義塾大学病院 第13回_2014/10/19

東京都 久野　綾乃 ソフィアメディ株式会社 第13回_2014/10/19

東京都 明石　靖子 青梅市立総合病院 第13回_2014/10/19

東京都 池長　奈美 国立がん研究センター中央病院 第13回_2014/10/19

東京都 松本　啓子 東京北医療センター 第13回_2014/10/19

東京都 東　麻美 東京都立駒込病院 第13回_2014/10/19

東京都 小林　利津枝 ふれあい訪問看護ステーション 第13回_2014/10/19

東京都 鏡　朋子 日本赤十字社医療センター 第13回_2014/10/19

東京都 中尾　寿衣 日本大学病院 第13回_2014/10/19

東京都 荒谷　智子 東京都立府中療育センター 第13回_2014/10/19

東京都 新沼　恵 公益財団法人　東京都保健医療公社　豊島病院 第13回_2014/10/19

東京都 半澤　しのぶ 賛育会病院 第13回_2014/10/19

東京都 井上　明美 JCHO　東京新宿メディカルセンター 第13回_2014/10/19

東京都 大関　るり子 帝京大学医学部附属病院 第13回_2014/10/19

東京都 森川　みはる こども支援総合クリニック 第13回_2014/10/19

東京都 岩倉　俊子 東京医科歯科大学医学部附属病院 第13回_2014/10/19

東京都 水野　俊美 がん研有明病院 第13回_2014/10/19

東京都 小島　千恵美 国立がん研究センター中央病院 第13回_2014/10/19



東京都 小湊　裕美子 公立昭和病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

東京都 角田　真由美 東京慈恵会医科大学附属第三病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

東京都 小澤　桂子 NTT東日本関東病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

東京都 池田　睦 東邦大学医療センター大森病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

東京都 加藤　恵 武蔵野赤十字病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

東京都 牛山　実保子 日本大学医学部附属板橋病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

東京都 坂元　敦子 公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

東京都 杉森　文香 東京医科大学病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

東京都 新井　美智子 国立がん研究センター中央病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

東京都 伊藤　麻紀 日本赤十字医療センター 2014年度国がん主催_2015/02/01

東京都 戸田　美音子 青梅市立総合病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

東京都 谷口　里枝 所属機関なし 2014年度国がん主催_2015/02/01

東京都 山口　郁美 所属機関なし 2014年度国がん主催_2015/02/01

東京都 小島　浩美 桜町病院　聖ヨハネホスピス 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

東京都 宇津木　智子 がん研有明病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

東京都 杉本　絵梨子 宗教法人　救世軍　ブース記念病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

東京都 蛭田　みどり ケアタウン小平訪問看護ステーション 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

東京都 村山　朋美 独立行政法人国立病院機構東京病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

東京都 樋口　敬子 株)ケアーズ　東久留米白十字訪問看護ステーション 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

東京都 芦名　みどり 所属機関なし 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

東京都 池田　麻理 公益財団法人　日本訪問看護財団 第14回_2015/09/06

東京都 石橋　友子 葛西昌医会病院 第14回_2015/09/06

東京都 鑓水　理恵子 所属機関なし 第14回_2015/09/06

東京都 広田　芳和 在宅療養支援ステーション　かえでの風 第14回_2015/09/06

東京都 前原　朝美 国立がん研究センター中央病院 第14回_2015/09/06

東京都 竹中　愛 NTT東日本関東病院 第14回_2015/09/06

東京都 奥　みどり 公益財団法人　東京保健医療公社　東部地域病院 第14回_2015/09/06

東京都 根津　由起子 河北家庭医療学センター 第14回_2015/09/06

東京都 五十嵐　由理香 聖路加国際病院 第14回_2015/09/06

東京都 山田　くみ 在宅看護センターグロース唯 第14回_2015/09/06

東京都 加藤　千代子 永寿総合病院 第15回_2016/02/07

東京都 西村　亜希子 日野市立病院 第15回_2016/02/07

東京都 桑原　良子 聖路加国際大学 第15回_2016/02/07

東京都 木戸　恵子 株式会社ウッディ　訪問看護ステーションはーと 第15回_2016/02/07

東京都 市川　悦子 東京労災病院 第15回_2016/02/07

東京都 土屋　清美 株式会社つむぐ風 第15回_2016/02/07

東京都 影山　実子 がん・感染症センター都立駒込病院 第15回_2016/02/07

東京都 田山　聡子 所属機関なし 第15回_2016/02/07

東京都 伊藤　有美 所属機関なし 第15回_2016/02/07

東京都 小嶌　順子 東京慈恵会医科大学付属病院 第16回_2016/10/02

東京都 安西　裕子 公立昭和病院 第16回_2016/10/02

東京都 秋田　弥生 日本医科大学多摩永山病院 第16回_2016/10/02

東京都 武井　邦夫 町田市民病院 第16回_2016/10/02

東京都 三村　佳誉子 所属機関なし 第16回_2016/10/02

東京都 加藤　千恵美 武蔵野赤十字病院 第16回_2016/10/02

東京都 池谷　清香 東京医科大学病院 第16回_2016/10/02

東京都 藤本　麗子 東京慈恵会医科大学附属病院 第16回_2016/10/02

東京都 横田　夏紀 日本赤十字社医療センター 第16回_2016/10/02

東京都 池川　淳子 Recovery　International　株式会社 第16回_2016/10/02

東京都 高橋　雅子 所属機関なし 第16回_2016/10/02

東京都 高圓　恵理 ゆみのハートクリニック 第17回_2017/02/12

東京都 松本　由美子 日本医科大学多摩永山病院 第17回_2017/02/12

東京都 山中　学 医療法人社団明正会 第17回_2017/02/12

東京都 切通　奈都子 医療法人社団　杏順会　越川病院 第17回_2017/02/12

東京都 清水　あさみ 東邦大学医療センター大森病院 第17回_2017/02/12

東京都 岡村　由美子 日本医科大学付属病院 第17回_2017/02/12

東京都 佐藤　典子 順天堂東京江東高齢者医療センター 第17回_2017/02/12

東京都 山村　直美 (株)ベネッセスタイルケア 第17回_2017/02/12

東京都 山村　史代 日本赤十字社医療センター 第18回_2017/08/06

東京都 髙野　清美 昭和大学江東豊洲病院 第18回_2017/08/06

東京都 武田　美和 三井記念病院 第18回_2017/08/06

東京都 常盤　彩 東京都保健医療公社荏原病院 第18回_2017/08/06

東京都 角山　加津美 青梅市立総合病院 第18回_2017/08/06

東京都 堤　裕子 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 第19回_2018/02/18

東京都 飯野　君江 東京都健康長寿医療センター 第19回_2018/02/18

東京都 小磯　雅美 東京都保健医療公社　多摩南部地域病院 第19回_2018/02/18

東京都 中村　裕子 医療法人社団　崎陽会　日の出ヶ丘病院 第19回_2018/02/18

東京都 高仲　雅子 日本医科大学多摩永山病院 第19回_2018/02/18

東京都 野上　智絵 社会福祉法人信愛報恩会 第19回_2018/02/18

東京都 日浦　さえ くるーる訪問看護ステーション 第19回_2018/02/18

東京都 松井　彩 東京医科大学八王子医療センター 第19回_2018/02/18



東京都 藤田　幸子 慶應義塾大学病院 第19回_2018/02/18

東京都 前田　久美子 東邦大学医療センター大森病院 第19回_2018/02/18

東京都 北山　美希 ファミリー・ホスピス株式会社 第19回_2018/02/18

東京都 西坂　恵子 東京都済生会中央病院 第20回_2018/10/21

東京都 荻野　宏美 王子生協病院 第20回_2018/10/21

東京都 田村　貴子 青梅市立総合病院 第20回_2018/10/21

東京都 金井　みどり 慈恵医大葛飾医療センター 第20回_2018/10/21

東京都 成澤　洋子 JCHO　東京新宿メディカルセンター 第20回_2018/10/21

東京都 小林　正樹 多摩総合医療センター 第20回_2018/10/21

東京都 冨澤　絵美 日本赤十字社医療センター 第20回_2018/10/21

東京都 岸田　順子 佐々総合病院 第20回_2018/10/21

東京都 平尾　牧子 東芝病院 第21回_2019/02/17

東京都 眞子　文江 株式会社クラーチ 第21回_2019/02/17

東京都 高野　綾子 越川病院 第21回_2019/02/17

東京都 吉本　有希 独立行政法人　国立がん研究センター中央病院 第21回_2019/02/17

東京都 五島　早苗 医療法人社団プラタナス　桜新町アーバンクリニック 第21回_2019/02/17

東京都 藤井　すみれ 東京医科大学八王子医療センター 第21回_2019/02/17

東京都 青木　公美 東京慈恵会医科大学附属病院 第21回_2019/02/17

東京都 井本　俊子 公立学校共済組合　関東中央病院 第21回_2019/02/17

東京都 石田　由紀子 陽だまり訪問看護ステーション 第21回_2019/02/17

東京都 猪岡　綾子 カイロス・アンド・カンパニー株式会社 第21回_2019/02/17

東京都 松井　亜希 大森赤十字病院 第21回_2019/02/17

東京都 鵜澤　茂代 東京医科歯科大学医学部付属病院 第21回_2019/02/17

東京都 神谷　みゆき 訪問看護ステーション　はればれ 第21回_2019/02/17

東京都 鈴木　真琴 所属機関なし 第22回_2019/09/22

東京都 桑原　宏美 独立行政法人国立病院機構東京病院 第22回_2019/09/22

東京都 川村　裕美子 公立昭和病院 第22回_2019/09/22

東京都 谷口　恵子 公益社団法人地域医療振興協会東京北医療センター 第22回_2019/09/22

東京都 金高　弥穂 国立国際医療研究センター病院 第22回_2019/09/22

東京都 柴田　真由 東京都保健医療公社東部地域病院 第23回_2020/02/16

東京都 椎橋　章子 医療法人財団慈生会野村病院 第23回_2020/02/16

東京都 森　麗子 国立がん研究センター中央病院 第23回_2020/02/16

東京都 我妻　志保 昭和大学病院 第23回_2020/02/16

東京都 清水　伊澄  公立昭和病院 第23回_2020/02/16

東京都 吉良　桂子 株式会社国立メディカルケア 第23回_2020/02/16

東京都 須藤　照美 東邦大学医療センター大森病院 第23回_2020/02/16

東京都 西村　清香 河北総合病院 第23回_2020/02/16

東京都 松本　絵里 ㈱ミレニア 第23回_2020/02/16

東京都 木﨑　とみ衣 公立阿伎留医療センター 第24回_2021/09/25

東京都 大西　瑞穂 国家公務員共済組合連合会　東京共済病院 第24回_2021/09/25

東京都 藤木　浩子 東京都立多摩総合医療センター 第24回_2021/09/25

東京都 浦野　美雪 がん研究会有明病院 第24回_2021/09/25

東京都 三浦　美和子 東京都済生会中央病院 第24回_2021/09/25

東京都 小野崎　香苗 東京都立神経病院 第24回_2021/09/25

東京都 佐藤　正美 東京慈恵会医科大学 第24回_2021/09/25

東京都 花井　亜紀子 国立精神・神経医療研究センター病院 第25回_2022/02/05

東京都 井ノ下　心 杏順会　越川病院 第25回_2022/02/05

東京都 真﨑　想子 ふれあい訪問看護ステーション 第25回_2022/02/05

東京都 永吉　美智枝 東京慈恵会医科大学 第25回_2022/02/05

東京都 仲　美幸 多摩南部地域病院 第25回_2022/02/05

東京都 佐藤　静子 医療法人財団慈生会野村病院 第25回_2022/02/05

東京都 高橋　あゆみ 救世軍清瀬病院 第25回_2022/02/05

東京都 白鳥　花絵 東京都立多摩総合医療センター 第25回_2022/02/05

東京都 込山　洋美 日本赤十字看護大学大学院看護学研究科博士後期課程 第25回_2022/02/05

【神奈川県】指導者148名

神奈川県 二見　典子 一般社団法人いいケア研究所 2008/01

神奈川県 湯山　邦子 医療法人　社団若林会　湘南中央病院 2008/06/15

神奈川県 松林　幸子 昭和大学藤が丘病院 2008/06/15

神奈川県 松岡　みちる 小田原市立病院 2008/11/02

神奈川県 中川　美和 所属機関なし 2008/11/02

神奈川県 安部　優子 所属機関なし 2008/11/02

神奈川県 荻原　修代 株式会社GCI　訪問看護ステーション芍薬 第1回_2009/07/12

神奈川県 草島　悦子 一般社団法人いいケア研究所 第1回_2009/07/12

神奈川県 鈴木　由美子 社会福祉法人日本医療伝道会総合病院　衣笠病院 第1回_2009/07/12

神奈川県 瀬戸　ひとみ JA神奈川県厚生連　伊勢原協同病院 第1回_2009/07/12

神奈川県 平野　和恵 横浜掖済会病院 第1回_2009/07/12

神奈川県 平林　智恵 横浜保土ヶ谷中央病院 第1回_2009/07/12

神奈川県 間瀬　由記 神奈川県立保健福祉大学 第1回_2009/07/12

神奈川県 桐ヶ谷　政美 所属機関なし 第1回_2009/07/12

神奈川県 髙瀬　由佳 所属機関なし 第1回_2009/07/12

神奈川県 岸川　美輪 横須賀市立市民病院 第2回_2009/11/22



神奈川県 白戸　孝子 関東労災病院 第2回_2009/11/22

神奈川県 藤原　佳美 日本医科大学武蔵小杉病院 第2回_2009/11/22

神奈川県 日塔　裕子 くげぬま緩和ケア内科 第2回_2009/11/22

神奈川県 石川　智子 三浦市立病院 第3回_2010/07/25

神奈川県 浦崎　多恵 横浜市立大学附属市民総合医療センター 第3回_2010/07/25

神奈川県 杉阪　利枝 所属機関なし 第3回_2010/07/25

神奈川県 山口　聖子 横浜新都市脳神経外科病院 第3回_2010/07/25

神奈川県 小保内　早苗 済生会横浜市東部病院 第3回_2010/07/25

神奈川県 飛田　篤子 カイロス・アンド・カンパニー株式会社 第3回_2010/07/25

神奈川県 大谷木　靖子 所属機関なし 第3回_2010/07/25

神奈川県 藤本　晴美 聖マリアンナ医科大学病院 第4回_2011/05/22

神奈川県 佐藤　忍 茅ケ崎徳洲会総合病院 第4回_2011/05/22

神奈川県 三條　真紀子 所属機関なし 第4回_2011/05/22

神奈川県 山口　里枝 神奈川県立がんセンター 第4回_2011/05/22

神奈川県 渡嘉敷　昌代 所属機関なし 第4回_2011/05/22

神奈川県 髙野　めぐみ 在宅療養支援ステーション楓の風横浜あさひ 第5回_2011/11/13

神奈川県 小林　珠実 神奈川県立保健福祉大学 第5回_2011/11/13

神奈川県 松本　佐知子 慶応義塾大学SFC研究所 第5回_2011/11/13

神奈川県 尾崎　静香 株式会社アンビス　医心館　横浜都筑 第5回_2011/11/13

神奈川県 唐橋　美香 藤沢市民病院 第5回_2011/11/13

神奈川県 高野　純子 一般財団法人同友会　藤沢湘南台病院 第6回_2012/05/20

神奈川県 清水　佳都子 所属機関なし 第7回_2012/07/29

神奈川県 林　ゑり子 横浜市立大学 第7回_2012/07/29

神奈川県 山下　由香 東太田リハビリ訪問看護ステーション 第8回_2013/02/24

神奈川県 小山　吉美 済生会南部訪問看護ステーション 第8回_2013/02/24

神奈川県 海津　未希子 みその生活支援クリニック 第8回_2013/02/24

神奈川県 野村　美奈子 公益社団法人神奈川県看護協会 第8回_2013/02/24

神奈川県 宮原　知子 神奈川県立がんセンター 第8回_2013/02/24

神奈川県 栗原　香織 新百合ヶ丘総合病院 第9回_2013/07/28

神奈川県 和田　奈美子 所属機関なし 第9回_2013/07/28

神奈川県 中村　綾子 平塚市民病院 第9回_2013/07/28

神奈川県 谷村　美希 衣笠病院 第10回_2013/11/17

神奈川県 岡　紀子 昭和大学藤が丘病院 第10回_2013/11/17

神奈川県 織井　優貴子 神奈川県立保健福祉大学 第10回_2013/11/17

神奈川県 武見　綾子 川崎市立川崎病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

神奈川県 長島　聖子 東海大学医学部付属病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

神奈川県 沼里　貞子 聖マリアンナ医科大学病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

神奈川県 小島　彩子 労働者健康福祉機構　横浜労災病院 第11回_2014/05/11

神奈川県 松川　寿恵 厚生連　伊勢原協同病院 第11回_2014/05/11

神奈川県 熱方　智和子 聖マリアンナ医科大学病院 第11回_2014/05/11

神奈川県 佐久間　昌代 医療法人　柏堤会　戸塚共立第1病院 第11回_2014/05/11

神奈川県 白濵　秋美 医療法人　平和会　平和病院 第12回_2014/07/13

神奈川県 長嶺　てるみ 横浜栄共済病院 第12回_2014/07/13

神奈川県 小澤　愛 訪問看護ステーション芍薬 第12回_2014/07/13

神奈川県 伊藤　郁美 訪問看護リハビリステーション翡翠の舞 第13回_2014/10/19

神奈川県 坂本　恵 訪問看護ステーション中井 第13回_2014/10/19

神奈川県 香川　仁美 地方独立行政法人神奈川県立病院機構足柄上病院 第13回_2014/10/19

神奈川県 鈴木　貴美 北里大学病院 第13回_2014/10/19

神奈川県 前川　直子 在宅療養支援ステーション楓の風 第13回_2014/10/19

神奈川県 吉岡　千恵子 聖マリアンナ医科大学病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

神奈川県 岩本　純子 北里大学病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

神奈川県 中川　幸枝 横浜市立みなと赤十字病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

神奈川県 竹波　純子 医療法人社団　愛友会　金沢文庫病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

神奈川県 水野　恵 医療法人社団三喜会 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

神奈川県 我妻　雪子 茅ヶ崎市立病院 第14回_2015/09/06

神奈川県 高屋　かおり 在宅療養支援ステーション楓の風　世田谷 第14回_2015/09/06

神奈川県 斉藤　祐子 一般社団法人　横浜市栄区医師会　栄区訪問看護ステーション 第14回_2015/09/06

神奈川県 丸山　泰子 関東労災病院 第14回_2015/09/06

神奈川県 稗田　みどり 訪問看護 第14回_2015/09/06

神奈川県 松尾　久美子 若林会　湘南中央病院 第14回_2015/09/06

神奈川県 早川　直子 けいゆう病院 第15回_2016/02/07

神奈川県 榑松　久美子 北里大学病院 第15回_2016/02/07

神奈川県 柏木　順子 神奈川県立こども医療センター 第15回_2016/02/07

神奈川県 小崎川　佐智子 (医)健育会　湘南慶育病院 第15回_2016/02/07

神奈川県 三野　千絵 独立行政法人　労働者健康福祉機構　横浜労災病院 第15回_2016/02/07

神奈川県 横川　るみ 済生会横浜市南部病院 第15回_2016/02/07

神奈川県 鈴木　果里奈 川崎市立井田病院 第15回_2016/02/07

神奈川県 本多　幸子 よりそい看護ケアセンター 第15回_2016/02/07

神奈川県 本間　美由紀 平塚市民病院 第16回_2016/10/02

神奈川県 上田　順子 横浜市立みなと赤十字病院 第16回_2016/10/02

神奈川県 千田　明子 カイロス・アンド・カンパニー 第17回_2017/02/12



神奈川県 片野　晴美 所属機関なし 第17回_2017/02/12

神奈川県 安藤　恵美 小田原市立病院 第17回_2017/02/12

神奈川県 塩津　未季 川崎市立川崎病院 第17回_2017/02/12

神奈川県 田中　淑子 東名厚木病院 第17回_2017/02/12

神奈川県 柴田　弘子 育生会横浜病院 第17回_2017/02/12

神奈川県 佐戸　綾子 聖マリアンナ医科大学病院 第17回_2017/02/12

神奈川県 工藤　美樹 医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院 第17回_2017/02/12

神奈川県 菅原　恵子 自衛隊横須賀病院 第17回_2017/02/12

神奈川県 石戸谷　美保 社会福祉法人恩賜財団　済生会神奈川県病院 第17回_2017/02/12

神奈川県 梶音　麻紀子 戸塚共立第1病院 第18回_2017/08/06

神奈川県 榎本　史子 医療法人社団三成会　　新百合ケ丘総合病院 第19回_2018/02/18

神奈川県 山本　優美 保土ヶ谷区医師会訪問看護ステーション 第19回_2018/02/18

神奈川県 石井　芳 JA神奈川県厚生連　伊勢原協同病院 第19回_2018/02/18

神奈川県 加藤　美穂代 昭和大学横浜市北部病院 第19回_2018/02/18

神奈川県 千葉　康子 所属機関なし 第19回_2018/02/18

神奈川県 寺澤　知子 昭和大学藤が丘病院 第19回_2018/02/18

神奈川県 佐藤　久美恵 横浜南共済病院 第19回_2018/02/18

神奈川県 小高　忍 厚木市立病院 第19回_2018/02/18

神奈川県 岩下　真澄 医療法人明徳会　総合新川橋病院 第20回_2018/10/21

神奈川県 三澤　洋子 JA神奈川県厚生連伊勢原協同病院 第20回_2018/10/21

神奈川県 村越　安佐子 みその生活支援クリニック 第20回_2018/10/21

神奈川県 中村　理恵 クラーチファミリア古淵 第21回_2019/02/17

神奈川県 中村　浩子 独立行政法人国立病院機構相模原病院 第21回_2019/02/17

神奈川県 鈴木　理香 ウェルケア訪問看護ステーション 第21回_2019/02/17

神奈川県 中川　かおり 伊勢原協同病院 第21回_2019/02/17

神奈川県 大河　寿子 川崎市立川崎病院 第21回_2019/02/17

神奈川県 山口　聡子 K&Yヘルスケア株式会社　よりそい看護ケアセンター 第21回_2019/02/17

神奈川県 今　方美 医療法人社団愛友会金沢文庫病院 第21回_2019/02/17

神奈川県 佐土原　みゆき 国立病院機構横浜医療センター 第21回_2019/02/17

神奈川県 吉田　萌 関東労災病院 第21回_2019/02/17

神奈川県 中村　康江 日本鋼管病院 第22回_2019/09/22

神奈川県 鶴岡　晃代 横浜市立大学附属市民総合医療センター 第22回_2019/09/22

神奈川県 渡辺　恵み 国際親善総合病院 第22回_2019/09/22

神奈川県 根岸　恵 聖隷横浜病院 第22回_2019/09/22

神奈川県 松田　香織 在宅療養支援ステーション　楓の風 第22回_2019/09/22

神奈川県 古賀　文佳 神奈川県立こども医療センター 第22回_2019/09/22

神奈川県 善波　いづみ 神奈川県立足柄上病院 第22回_2019/09/22

神奈川県 浮田　聖子 神奈川県警友会　けいゆう病院 第22回_2019/09/22

神奈川県 大沼　織絵 聖隷横浜病院 第23回_2020/02/16

神奈川県 神長　愛 ファミリーホスピス鴨宮ハウス 第23回_2020/02/16

神奈川県 岩下　裕美 訪問看護ステーション　なないろ 第23回_2020/02/16

神奈川県 田原　優子 湘南鎌倉総合病院 第23回_2020/02/16

神奈川県 太田　紀子 ファミリーホスピス本郷台ハウル 第23回_2020/02/16

神奈川県 内川　吾子 独立行政法人国立病院機構相模原病院 第23回_2020/02/16

神奈川県 高橋　悦子 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 第23回_2020/02/16

神奈川県 伊藤　千鶴 湘陽かしわ台病院 第23回_2020/02/16

神奈川県 梶山　倫子 医療法人花咲会　かわさき記念病院 第23回_2020/02/16

神奈川県 三吉　徳子 クラーチ訪問看護ステーション稲田堤 第23回_2020/02/16

神奈川県 二瓶　美香子 AOI国際病院 第23回_2020/02/16

神奈川県 小山(一瀬)　恭子 めぐみ在宅クリニック 第23回_2020/02/16

神奈川県 佐藤　利枝 横浜市立みなと赤十字病院 第23回_2020/02/16

神奈川県 林　美奈子 医療法人社団　久遠会　福澤クリニック 第23回_2020/02/16

神奈川県 鳥海　幸恵 川崎市立川崎病院 第24回_2021/09/25

神奈川県 田中　みどり 国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院 第24回_2021/09/25

神奈川県 小原　君予 昭和大学横浜市北部病院 第24回_2021/09/25

神奈川県 山口　かおり 神奈川県立循環器呼吸器病センター 第25回_2022/02/05

神奈川県 財津　真樹子 せいれい訪問看護ステーション横浜 第25回_2022/02/05

神奈川県 深井　清乃 川崎市立井田病院 第25回_2022/02/05

神奈川県 齋藤　奈緒美 東戸塚記念病院 第25回_2022/02/05

神奈川県 大學　好子 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム　よこすか浦賀病院 第25回_2022/02/05

神奈川県 下河邉　貴代 医療法人　平和会　平和病院 第25回_2022/02/05

中部地方：353名

都道府県 ご氏名 ご所属先 修了日

【新潟県】指導者40名

新潟県 吉澤　真知子 長岡赤十字病院 2008/06/15

新潟県 遠藤　あゆみ 南部郷厚生病院　緩和ケア病棟「郷和」 2008/11/02

新潟県 坂井　さゆり 新潟大学医学部保健学科 2008/11/02

新潟県 平澤　和美 済生会新潟病院 第1回_2009/07/12

新潟県 酒井　禎子 新潟県立看護大学 第1回_2009/07/12

新潟県 秋山　多江 新潟県厚生連村上総合病院 第2回_2009/11/22



新潟県 加藤　未央 看護リハビリ新潟保健医療専門学校 第2回_2009/11/22

新潟県 小池　千枝子 医療法人社団　有心会 第2回_2009/11/22

新潟県 稲垣　千文 新潟医療福祉大学 第5回_2011/11/13

新潟県 星野　めぐみ 学校法人悠久崇徳学園上越看護専門学校 第5回_2011/11/13

新潟県 小池　宜子 五泉中央病院 第5回_2011/11/13

新潟県 渡邉　千春 新潟医療福祉大学 第6回_2012/05/20

新潟県 三浦　一二美 新潟県厚生連長岡中央綜合病院 第6回_2012/05/20

新潟県 後藤　和美 どんぐり訪問看護ステーション 第7回_2012/07/29

新潟県 渡辺　裕美子 長岡赤十字病院 第7回_2012/07/29

新潟県 菊永　淳 新潟大学 第8回_2013/02/24

新潟県 石岡　幸恵 新潟県立看護大学 第8回_2013/02/24

新潟県 本吉　妙子 長岡赤十字病院 第9回_2013/07/28

新潟県 中山　広美 新潟県厚生連村上総合病院 第10回_2013/11/17

新潟県 西村　香 新潟県立がんセンター新潟病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

新潟県 佐々木　祐子 新潟青陵大学 第12回_2014/07/13

新潟県 水島　美由紀 柏崎総合医療センター 第12回_2014/07/13

新潟県 金子　裕美 所属機関なし 第13回_2014/10/19

新潟県 柏木　夕香 新潟県立がんセンター新潟病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

新潟県 澁澤　幸子 新潟大学医歯学総合病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

新潟県 多賀　裕美 長岡西病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

新潟県 横山　朝美 医療法人　真仁会　南部郷厚生病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

新潟県 霜鳥　暁子 新潟県済生会三条病院 第15回_2016/02/07

新潟県 田邉　千代子 長岡中央綜合病院 第15回_2016/02/07

新潟県 加賀　友也 医療法人社団白美会 白根大通病院 第17回_2017/02/12

新潟県 小熊　寿枝 恩賜財団　新潟県済生会三条病院 第18回_2017/08/06

新潟県 河内　聖子 済生会新潟第二病院 第18回_2017/08/06

新潟県 村上　千秋 新潟県立看護大学 第18回_2017/08/06

新潟県 若杉　美保 新潟県立吉田病院 第19回_2018/02/18

新潟県 平山　惠美子 新潟医療福祉大学　健康科学部　看護学科 第19回_2018/02/18

新潟県 大竹　美幸 新潟県立がんセンター新潟病院 第20回_2018/10/21

新潟県 今井　希子 南部郷厚生病院緩和ケア病棟郷和 第21回_2019/02/17

新潟県 石田　和子 新潟県立看護大学 第23回_2020/02/16

新潟県 丸山　由美子 新潟大学医歯学総合病院 第23回_2020/02/16

新潟県 阿部　聡美 新潟大学医歯学総合病院 第24回_2021/09/25

【富山県】指導者42名

富山県 荒木　充代 医療法人社団　ナラティブホーム 第1回_2009/07/12

富山県 泉　理美子 所属機関なし 第1回_2009/07/12

富山県 村上　真由美 富山赤十字病院 第1回_2009/07/12

富山県 山本　恵子 済生会富山病院 第1回_2009/07/12

富山県 河上　裕子 高岡市民病院 第2回_2009/11/22

富山県 村井　敏美 ナースソフィア株式会社 第3回_2010/07/25

富山県 長久　栄子 医療法人真生会真生会富山病院 第3回_2010/07/25

富山県 浦上　裕美 厚生連高岡病院 第4回_2011/05/22

富山県 長　光代 おれんじ訪問看護ステーション 第4回_2011/05/22

富山県 林　直美 富山大学附属病院 第7回_2012/07/29

富山県 市橋　啓子 富山市立富山市民病院 第8回_2013/02/24

富山県 柳原　照代 済生会富山病院 第8回_2013/02/24

富山県 坂井　桂子 富山県立中央病院 第8回_2013/02/24

富山県 平　優子 市立砺波総合病院 第8回_2013/02/24

富山県 八塚　美樹 富山大学 第8回_2013/02/24

富山県 川部　章子 富山県立中央病院 第10回_2013/11/17

富山県 金澤　厚子 八尾総合病院 第11回_2014/05/11

富山県 長戸　陽子 富山県立中央病院 第13回_2014/10/19

富山県 中屋　留美 富山大学附属病院 第13回_2014/10/19

富山県 島　佳子 富山市立富山市民病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

富山県 島田　美雪 かみいち総合病院 第14回_2015/09/06

富山県 野原　良子 南砺市民病院 第15回_2016/02/07

富山県 鈴木　隆子 富山西総合病院 第15回_2016/02/07

富山県 山本　裕美子 医療法人社団紫蘭会　光ヶ丘病院 第15回_2016/02/07

富山県 金丸　修子 富山市立富山市民病院 第15回_2016/02/07

富山県 平木　葉子 市立砺波総合病院 第15回_2016/02/07

富山県 松下　孝子 国立大学法人　富山大学附属病院 第16回_2016/10/02

富山県 藤森　敦子 厚生連滑川病院 第16回_2016/10/02

富山県 中空　真由美 富山県立中央病院 第17回_2017/02/12

富山県 吉田　裕美子 南砺市訪問看護ステーション 第17回_2017/02/12

富山県 時山　麻美 ナースソフィア株式会社 第18回_2017/08/06

富山県 竹中　健 富山県立中央病院 第19回_2018/02/18

富山県 江尻　理絵 真生会富山病院 第20回_2018/10/21

富山県 門田　彩花 富山大学附属病院 第20回_2018/10/21

富山県 五十嵐　裕子 富山県立中央病院 第21回_2019/02/17

富山県 田村　恵子 富山医療生活協同組合　富山協立病院 第22回_2019/09/22



富山県 浜田　晶子 独立行政法人労働者健康安全機構　富山労災病院 第22回_2019/09/22

富山県 川部　恵 富山県済生会富山病院 第22回_2019/09/22

富山県 敦賀　晶子 富山県立中央病院 第22回_2019/09/22

富山県 深井　咲衣 富山大学附属病院 第23回_2020/02/16

富山県 齊藤　矢寿子 済生会高岡訪問看護ステーション 第25回_2022/02/05

富山県 森　章子 富山赤十字病院 第25回_2022/02/05

【石川県】指導者22名

石川県 人見　由希子 石川県立中央病院 2008/06/15

石川県 丸谷　晃子 金沢大学附属病院 2008/11/02

石川県 武部　正代 金沢赤十字病院 第2回_2009/11/22

石川県 平野　綾子 所属機関なし 第2回_2009/11/22

石川県 國枝　美代子 所属機関なし 第3回_2010/07/25

石川県 髙道　香織 国立病院機構医王病院 第4回_2011/05/22

石川県 長田　千香 公立松任石川中央病院 第4回_2011/05/22

石川県 我妻　孝則 所属機関なし 第6回_2012/05/20

石川県 木村　泉 所属機関なし 第7回_2012/07/29

石川県 寺田　祐里 やまと@ホームクリニック 第8回_2013/02/24

石川県 佐伯　千尋 金沢大学附属病院 第8回_2013/02/24

石川県 道渕　路子 金沢医科大学病院 第8回_2013/02/24

石川県 直井　千津子 金沢医科大学 第9回_2013/07/28

石川県 若木　千恵 公立能登総合病院 第9回_2013/07/28

石川県 安田　有子 やまと@ホームクリニック 第11回_2014/05/11

石川県 北野　弘美 石川県立中央病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

石川県 加藤　あゆみ 医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院 第14回_2015/09/06

石川県 山瀬　勝巳 学校法人　金城学園　金城大学 第14回_2015/09/06

石川県 廣田　真由美 金沢市立病院 第15回_2016/02/07

石川県 齋藤　優生 石川県済生会金沢病院 第16回_2016/10/02

石川県 市川　朋子 芳珠記念病院 第18回_2017/08/06

石川県 埴生　由紀恵 金沢市立病院 第19回_2018/02/18

【福井県】指導者13名

福井県 河内　康恵 福井県済生会病院 2008/06/15

福井県 高野　智早 福井大学医学部附属病院 2008/11/02

福井県 仲間　有希 市立敦賀病院 第4回_2011/05/22

福井県 山田　仁映 福井県済生会病院 第8回_2013/02/24

福井県 白﨑　麻純 公立丹南病院 第11回_2014/05/11

福井県 田坂　和代 福井赤十字病院 第11回_2014/05/11

福井県 佐野　晶子 公立丹南病院 第13回_2014/10/19

福井県 道場　明子 福井県立病院 第15回_2016/02/07

福井県 笹川　良明 福井大学医学部附属病院 第19回_2018/02/18

福井県 松本　友梨子 福井県済生会病院 第20回_2018/10/21

福井県 浦井　真友美 福井大学医学部附属病院 第21回_2019/02/17

福井県 小林　美貴 福井大学医学部附属病院 第23回_2020/02/16

福井県 橋本　佳代子 独立行政法人国立病院機構　敦賀医療センター 第25回_2022/02/05

【山梨県】指導者14名

山梨県 古屋　佳江 市立甲府病院 第5回_2011/11/13

山梨県 前澤　美代子 山梨県立大学 第6回_2012/05/20

山梨県 中込　洋美 山梨県立大学看護実践開発研究センター 第8回_2013/02/24

山梨県 嶋田　やよい 市立甲府病院 第8回_2013/02/24

山梨県 山岸　良治 山梨県立中央病院 第9回_2013/07/28

山梨県 重光　さつき 公益社団法人　山梨県看護協会　富士北麓訪問看護ステーション 第9回_2013/07/28

山梨県 清水　和美 訪問看護ステーションいけだ 第9回_2013/07/28

山梨県 梶原　瞳 公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 第11回_2014/05/11

山梨県 深沢　久美 山梨県立中央病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

山梨県 平本　晃子 上野原市立病院 第16回_2016/10/02

山梨県 三浦　秋子 富士吉田市立病院 第17回_2017/02/12

山梨県 高岸　弘美 山梨県立大学看護学部 第23回_2020/02/16

山梨県 三谷野　聰子 大月市立中央病院 第23回_2020/02/16

山梨県 田中　美穂 市立甲府病院 第23回_2020/02/16

【長野県】指導者53名

長野県 伊藤　紗弥香 信州大学医学部附属病院 2008/06/15

長野県 佐藤　恵子 長野赤十字病院 2008/11/02

長野県 橋爪　睦 諏訪赤十字病院 2008/11/02

長野県 市堀　美香 所属機関なし 第1回_2009/07/12

長野県 木榑　菜美 所属機関なし 第1回_2009/07/12

長野県 横川　史穂子 所属機関なし 第1回_2009/07/12

長野県 越　由香里 信州大学医学部附属病院 第2回_2009/11/22

長野県 伊藤　礼子 伊那中央病院 第2回_2009/11/22

長野県 遠藤　俊江 さわやか絹の郷　信州おかや 第3回_2010/07/25

長野県 小坂　麻利 医療法人愛和会　愛和病院 第4回_2011/05/22

長野県 佐々木　智美 所属機関なし 第4回_2011/05/22

長野県 上川　晴己 所属機関なし 第4回_2011/05/22



長野県 清水　美穂子 飯田市立病院 第5回_2011/11/13

長野県 藤本　登志子 地方独立行政法人長野市民病院 第5回_2011/11/13

長野県 衣笠　美幸 国立病院機構　信州上田医療センター 第5回_2011/11/13

長野県 伊藤　園子 昭和伊南総合病院 第6回_2012/05/20

長野県 西　庸丈 諏訪赤十字病院 第6回_2012/05/20

長野県 片塩　幸 北信総合病院 第8回_2013/02/24

長野県 山崎　智恵 NPO法人　パウル会 第10回_2013/11/17

長野県 内藤　綾子 信州大学医学部附属病院 第10回_2013/11/17

長野県 宮下　たえ子 諏訪赤十字病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

長野県 下谷　由紀子 長野市民病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

長野県 小島　啓子 飯田市立病院 第11回_2014/05/11

長野県 山本　友美 長野中央病院 第11回_2014/05/11

長野県 上條　佳子 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院 第11回_2014/05/11

長野県 唐澤　由美 独立行政法人国立病院機構　まつもと医療センター松本病院 第11回_2014/05/11

長野県 澤井　睦子 JA長野厚生連篠ノ井総合病院 第11回_2014/05/11

長野県 花岡　雅子 所属機関なし 第12回_2014/07/13

長野県 大塚　菜美 佐久総合病院　佐久医療センター 2014年度国がん主催_2015/02/01

長野県 北原　奈緒美 佐久総合病院　佐久医療センター 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

長野県 小林　佳子 市立岡谷病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

長野県 塩原　麻衣 社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

長野県 村越　里枝子 所属機関なし 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

長野県 植松　裕美 組合立諏訪中央病院 第15回_2016/02/07

長野県 徳竹　秀子 特定医療法人　新生病院 第15回_2016/02/07

長野県 和田　由美子 市立大町総合病院 第15回_2016/02/07

長野県 南澤　晴海 長野赤十字病院 第15回_2016/02/07

長野県 徳竹　京子 訪問看護ステーションながの 第15回_2016/02/07

長野県 白柳　朱美 相澤病院　地域在宅医療支援センター 第16回_2016/10/02

長野県 中山　智惠美 佐久総合病院看護専門学校 第16回_2016/10/02

長野県 木下　直美 飯田病院 第16回_2016/10/02

長野県 池田　由紀 長野赤十字病院 第16回_2016/10/02

長野県 吉田　園美 伊那中央病院 第17回_2017/02/12

長野県 溝口　亜衣 長野赤十字病院 第17回_2017/02/12

長野県 井出　康恵 佐久総合病院　佐久医療センター 第19回_2018/02/18

長野県 清水　真砂子 ケアーズ訪問看護ステーションながのの看護 第19回_2018/02/18

長野県 唐澤　咲子 信州大学医学部附属病院 第19回_2018/02/18

長野県 新井　つねみ 伊那中央病院 第20回_2018/10/21

長野県 村松　美恵子 信大病院 第21回_2019/02/17

長野県 吉越　美穂 地方独立行政法人　長野市民病院 第22回_2019/09/22

長野県 小木曽　綾子 医療法人愛和会　愛和病院 第22回_2019/09/22

長野県 山下　浩美 信州大学医学部附属病院 第24回_2021/09/25

長野県 杉山　潤 長野中央病院 第25回_2022/02/05

【岐阜県】指導者31名

岐阜県 山中　富喜子 所属機関なし 2008/06/15

岐阜県 小園　典子 社会医療法人　蘇西厚生会　松波総合病院 2008/11/02

岐阜県 葛谷　命 岐阜市民病院 第1回_2009/07/12

岐阜県 澤井　美穂 東海中央病院 第1回_2009/07/12

岐阜県 中川　千草 所属機関なし 第1回_2009/07/12

岐阜県 松尾　啓子 所属機関なし 第1回_2009/07/12

岐阜県 渡邉　厚子 JA岐阜厚生連　東濃厚生病院 第4回_2011/05/22

岐阜県 吉田　知佳子 所属機関なし 第4回_2011/05/22

岐阜県 藤内　眞理 岐阜県総合医療センター 第5回_2011/11/13

岐阜県 田中　美帆 大垣市民病院 第7回_2012/07/29

岐阜県 中島　愛 土岐市立総合病院 第7回_2012/07/29

岐阜県 飯沼　温美 岐阜清流病院 第9回_2013/07/28

岐阜県 苅谷　三月 岐阜大学医学部付属病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

岐阜県 土屋　あすか 地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

岐阜県 大平　陽子 大垣市社会福祉事業団 第11回_2014/05/11

岐阜県 松永　智志 公益社団法人　地域医療振興協会　市立恵那病院 第11回_2014/05/11

岐阜県 大津　陽子 岐阜県立多治見病院 第12回_2014/07/13

岐阜県 伊佐治　哲也 岐阜保健大学 第13回_2014/10/19

岐阜県 田上　知江美 岐北厚生病院 第13回_2014/10/19

岐阜県 林　ひとみ 訪問看護ステーション街家 2014年度国がん主催_2015/02/01

岐阜県 石原　敬子 岐阜県総合医療センター 2014年度国がん主催_2015/02/01

岐阜県 住田　俊彦 公立学校共済組合　東海中央病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

岐阜県 日高　幸代 所属機関なし 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

岐阜県 山本　理恵子 久美愛厚生病院 第14回_2015/09/06

岐阜県 赤塚　久美子 岐阜大学医学部附属病院 第15回_2016/02/07

岐阜県 川合　愛 JA岐阜厚生連　久美愛厚生病院 第19回_2018/02/18

岐阜県 平澤　宏卓 公立学校共済組合　東海中央病院 第19回_2018/02/18

岐阜県 寺田　麻子 岐阜清流病院 第19回_2018/02/18

岐阜県 西尾　静 岐阜県立多治見病院 第23回_2020/02/16



岐阜県 岩﨑　美幸 国民健康保険　飛騨市民病院 第23回_2020/02/16

岐阜県 山中　洋美 岐阜県立多治見病院 第24回_2021/09/25

【静岡県】指導者39名

静岡県 鈴木　かおり 静岡県立総合病院 2008/06/15

静岡県 久山　幸恵 静岡県立静岡がんセンター 2008/06/15

静岡県 渡邉　京子 所属機関なし 2008/06/15

静岡県 篠田　亜由美 静岡県立静岡がんセンター 2008/11/02

静岡県 佐々木　久美 藤枝市立総合病院 第1回_2009/07/12

静岡県 井村　千鶴 所属機関なし 第1回_2009/07/12

静岡県 生山　笑 静岡県立静岡がんセンター 第2回_2009/11/22

静岡県 福田　かおり 聖隷三方原病院 第3回_2010/07/25

静岡県 新開　由紀 静岡県立静岡がんセンター 第3回_2010/07/25

静岡県 梅田　靖子 聖隷浜松病院 第5回_2011/11/13

静岡県 塚本　浩樹 藤枝市立総合病院 第5回_2011/11/13

静岡県 番匠　千佳子 まちの看護相談室Live 第7回_2012/07/29

静岡県 倉持　雅代 医療法人社団律昌会　さくら醫院 第8回_2013/02/24

静岡県 鈴木　知美 静岡県立静岡がんセンター 第9回_2013/07/28

静岡県 野崎　順子 静岡県立総合病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

静岡県 高島　信世 順天堂大学医学部付属静岡病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

静岡県 鈴木　有紀 静岡県立静岡がんセンター 2013年度国がん主催_2014/02/16

静岡県 鈴木　裕子 焼津市立総合病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

静岡県 山田　弘美 所属機関なし 2013年度国がん主催_2014/02/16

静岡県 内藤　みほ 静岡県立静岡がんセンター 第11回_2014/05/11

静岡県 豊田　清子 市立湖西病院 第12回_2014/07/13

静岡県 織田　雅子 市立島田市民病院 第12回_2014/07/13

静岡県 吉川　陽子 浜松医療センター 2014年度国がん主催_2015/02/01

静岡県 水島　史乃 藤枝市立総合病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

静岡県 石川　達也 藤枝市立総合病院 第15回_2016/02/07

静岡県 細井　彩 医療法人弘遠会　すずかけセントラル病院 第16回_2016/10/02

静岡県 村山　陽子 菊川市立総合病院 第16回_2016/10/02

静岡県 渡邉　美佐子 順天堂大学医学部附属静岡病院 第17回_2017/02/12

静岡県 石ヶ谷　三枝子 有料老人ホーム　　ナーシングホーム　あしたば 第17回_2017/02/12

静岡県 鍋田　泉 静岡市立静岡病院 第17回_2017/02/12

静岡県 塚本　美加 聖隷浜松病院 第18回_2017/08/06

静岡県 杉山　早由里 聖隷福祉事業団　訪問看護ステーション浅田 第18回_2017/08/06

静岡県 堀　華乃子 聖隷三方原病院 第20回_2018/10/21

静岡県 原　磨美 一般財団法人芙蓉協会　聖隷沼津病院 第21回_2019/02/17

静岡県 安武　敦子 静岡県立静岡がんセンター 第21回_2019/02/17

静岡県 夏目　智子 医療法人秀峰会　川村病院 第21回_2019/02/17

静岡県 山岡　美晴 聖隷浜松病院 第22回_2019/09/22

静岡県 石井　夕紀 焼津市立病院 第25回_2022/02/05

静岡県 細川　直美 国際医療福祉大学熱海病院 第25回_2022/02/05

【愛知県】指導者99名

愛知県 小川　直美 津島市民病院 2008/06/15

愛知県 阿部　由希野 名古屋第一赤十字病院 2008/06/15

愛知県 増田　由樹 江南厚生病院 2008/06/15

愛知県 荻野　晃子 所属機関なし 2008/06/15

愛知県 西脇　可織 小牧市民病院 2008/11/02

愛知県 横江　由理子 所属機関なし 第1回_2009/07/12

愛知県 松野　英美 名古屋医療センター 第2回_2009/11/22

愛知県 山内　加寿巳 岡崎市民病院 第2回_2009/11/22

愛知県 村山　智子 豊橋市民病院 第2回_2009/11/22

愛知県 青木　ひふみ 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院 第3回_2010/07/25

愛知県 水谷　友里 一宮市立市民病院 第3回_2010/07/25

愛知県 室田　かおる 名古屋第二赤十字病院 第3回_2010/07/25

愛知県 古賀　和子 所属機関なし 第3回_2010/07/25

愛知県 酒井　桂子 所属機関なし 第3回_2010/07/25

愛知県 牧野　雅子 刈谷豊田総合病院 第4回_2011/05/22

愛知県 高梨　早苗 国立長寿医療研究センター 第4回_2011/05/22

愛知県 足立　珠美 名古屋市立大学病院 第4回_2011/05/22

愛知県 大橋　純子 高蔵寺訪問看護ステーションのぞみ 第4回_2011/05/22

愛知県 酒井　幸子 中京病院 第4回_2011/05/22

愛知県 奥村　佳美 小牧市民病院 第4回_2011/05/22

愛知県 古賀　千晶 所属機関なし 第4回_2011/05/22

愛知県 樅野　香苗 名古屋市立大学 第5回_2011/11/13

愛知県 本田　みや子 労働者健康福祉機構　中部労災病院 第5回_2011/11/13

愛知県 門田　みどり 独立行政法人労働者健康福祉機構　旭労災病院 第5回_2011/11/13

愛知県 永田　智子 愛知県がんセンター 第5回_2011/11/13

愛知県 志村　みゆき 名古屋第一赤十字病院 第6回_2012/05/20

愛知県 松浦　明海 名古屋市療養サービス事業団 第6回_2012/05/20

愛知県 安居　円 所属機関なし 第6回_2012/05/20



愛知県 佐久間　くに子 南生協病院 第7回_2012/07/29

愛知県 成田　昌代 訪問看護ステーション　たかつじ 第7回_2012/07/29

愛知県 藤田　洋美 一宮市立市民病院 第7回_2012/07/29

愛知県 水元　弥生 公立陶生病院 第7回_2012/07/29

愛知県 岩本　貴子 愛知県厚生連　海南病院 第8回_2013/02/24

愛知県 村田　有希 名古屋市立大学病院 第8回_2013/02/24

愛知県 加藤　直美 愛知国際病院 第8回_2013/02/24

愛知県 牧　香代子 医療法人秀麗会山尾病院 第10回_2013/11/17

愛知県 安井　潤子 中部労災病院 第10回_2013/11/17

愛知県 鬼塚　真実 名古屋市立大学病院 第10回_2013/11/17

愛知県 森田　知子 豊橋市民病院 第10回_2013/11/17

愛知県 宮嵜　満希子 南医療生協 第10回_2013/11/17

愛知県 深谷　恭子 愛知県がんセンター中央病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

愛知県 公文　章子 小牧市民病院 第11回_2014/05/11

愛知県 松村　広子 総合犬山中央病院 第11回_2014/05/11

愛知県 伊藤　美絵 愛知厚生連稲沢厚生病院 第11回_2014/05/11

愛知県 田中　恵美 名古屋市立大学病院 第11回_2014/05/11

愛知県 奥野　直美 みなと医療生協協立総合病院 第12回_2014/07/13

愛知県 加納　美代子 豊田地域訪問看護ステーション 第12回_2014/07/13

愛知県 佐藤　一樹 名古屋大学 第13回_2014/10/19

愛知県 吉川　朝子 名古屋掖済会病院 第13回_2014/10/19

愛知県 小林　雅美 社会福祉法人　聖霊会　聖霊病院 第13回_2014/10/19

愛知県 鈴木　千春 愛知医科大学病院 第13回_2014/10/19

愛知県 福地　妙子 豊川市民病院 第13回_2014/10/19

愛知県 石井　賀洋子 (株)あずきプランニング　つなぐ事業部 第13回_2014/10/19

愛知県 松岡　サチ子 公立西知多総合病院 第13回_2014/10/19

愛知県 土方　誠 名古屋市立西部医療センター 第13回_2014/10/19

愛知県 池田　裕美 岡崎市立愛知病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

愛知県 志村　麻衣子 所属機関なし 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

愛知県 岩本　斉子 岡崎市民病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

愛知県 峰　千夏 所属機関なし 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

愛知県 中村　史絵 名古屋第二赤十字病院 第14回_2015/09/06

愛知県 大西　礼 所属機関なし 第14回_2015/09/06

愛知県 小牧　千晴 個人 第14回_2015/09/06

愛知県 杉浦　加奈 名古屋掖済会病院 第16回_2016/10/02

愛知県 石井　恵 岡崎市民病院 第16回_2016/10/02

愛知県 足立　麻梨子 南医療生活協同組合　総合病院　南生協病院 第16回_2016/10/02

愛知県 伊藤　裕子 名古屋徳洲会総合病院 第16回_2016/10/02

愛知県 山本　起美代 公立西知多総合病院 第16回_2016/10/02

愛知県 一瀬　順子 独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院 第17回_2017/02/12

愛知県 村上　真菜美 中部ろうさい病院 第17回_2017/02/12

愛知県 中村　千香子 医療法人　堀尾医院 第17回_2017/02/12

愛知県 村路　留美子 小牧市民病院 第17回_2017/02/12

愛知県 小出　千加子 医療法人偕行会　名古屋共立病院 第18回_2017/08/06

愛知県 柴田　真由美 社会福祉法人　聖霊会　聖霊病院 第18回_2017/08/06

愛知県 石田　京子 名古屋市立大学病院 第18回_2017/08/06

愛知県 森　千晴 岡崎市民病院 第18回_2017/08/06

愛知県 酒井　由貴 蒲郡市立ソフィア看護専門学校 第18回_2017/08/06

愛知県 西岡　綾 半田市立半田病院 第18回_2017/08/06

愛知県 奥村　史 豊川市民病院 第18回_2017/08/06

愛知県 古橋　聡子 訪問看護ステーションこあ 第19回_2018/02/18

愛知県 竹内　美保 公立西知多総合病院 第19回_2018/02/18

愛知県 小原　昌代 総合病院　南生協病院 第19回_2018/02/18

愛知県 伊瀬　志穂 公立西知多総合病院 第20回_2018/10/21

愛知県 古田　千晴 一宮西病院 第20回_2018/10/21

愛知県 眞田　香代子 PureHappiness合同会社 第20回_2018/10/21

愛知県 小山　清江 一般社団法人在宅医療推進会訪問看護ステーションこあ 第21回_2019/02/17

愛知県 古川　陽介 名古屋市立大学病院 第22回_2019/09/22

愛知県 纐纈　理香 名古屋掖済会病院 第22回_2019/09/22

愛知県 大井　初江 JAあいち厚生連知多厚生病院 第22回_2019/09/22

愛知県 川瀬　真由美 かわな病院　在宅ホスピス　はまゆう 第22回_2019/09/22

愛知県 古賀　智美 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 第23回_2020/02/16

愛知県 青木　尚子 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 第23回_2020/02/16

愛知県 山下　裕美 株式会社　アクティブシフト 第23回_2020/02/16

愛知県 江口　真澄 中京病院 第23回_2020/02/16

愛知県 松井　遊香 名古屋徳洲会総合病院 第23回_2020/02/16

愛知県 中島　大地 ファミリー・ホスピス株式会社 第24回_2021/09/25

愛知県 武田　ひろみ 名古屋市立西部医療センター 第24回_2021/09/25

愛知県 酒井　智絵 みなと医療生活協同組合　協立総合病院 第24回_2021/09/25

愛知県 小川　菜津子 公立西知多総合病院 第24回_2021/09/25

愛知県 伊佐治　知加子 社会福祉法人　愛知たいようの杜　訪問看護ステーションふれあい 第25回_2022/02/05



近畿地方：462名

都道府県 ご氏名 ご所属先 修了日

【三重県】指導者33名

三重県 井戸本　睦美 所属機関なし 2008/06/15

三重県 奥山　敦 所属機関なし 2008/06/15

三重県 大市　三鈴 伊勢赤十字病院 2008/11/02

三重県 伊藤　友美 亀山市立医療センター 第1回_2009/07/12

三重県 永田　佳子 所属機関なし 第2回_2009/11/22

三重県 渡邊　尚美 医療法人　尚豊会　みたき総合病院 第4回_2011/05/22

三重県 菊川　栄子 藤田保健衛生大学七栗サナトリウム 第5回_2011/11/13

三重県 村木　明美 済生会松阪総合病院 第6回_2012/05/20

三重県 福田　豊洋 日本赤十字社　伊勢赤十字病院 第6回_2012/05/20

三重県 中村　喜美子 鈴鹿医療科学大学 第7回_2012/07/29

三重県 辻川　真弓 三重大学大学院医学系研究科看護学専攻 第8回_2013/02/24

三重県 市川　夕子 藤田医科大学七栗記念病院 第9回_2013/07/28

三重県 中　滉子 岡波総合病院 第9回_2013/07/28

三重県 市川　智子 社会医療法人畿内会　岡波総合病院 第10回_2013/11/17

三重県 奥野　和美 医療法人永井病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

三重県 中村　めぐみ 独立行政法人国立病院機構　三重中央医療センター 第11回_2014/05/11

三重県 家城　朋子 三重県鈴鹿回生病院 第11回_2014/05/11

三重県 平松　万由子 三重大学医学部看護学科 第13回_2014/10/19

三重県 大原　康代 地方独立行政法人　桑名市総合医療センター 第13回_2014/10/19

三重県 福永　稚子 三重大学医学部附属病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

三重県 萩原　美紀 松阪市民病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

三重県 木村　由紀子 松阪市民病院 第15回_2016/02/07

三重県 伊藤　希 伊勢赤十字病院 第15回_2016/02/07

三重県 井上　智恵 尾鷲総合病院 第15回_2016/02/07

三重県 藤解　すみ子 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 第16回_2016/10/02

三重県 山川　香織 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター 第18回_2017/08/06

三重県 中村　真弓 三重県厚生農業協同組合連合会  松阪中央総合病院 第19回_2018/02/18

三重県 佐野　悦子 三重県厚生連鈴鹿中央総合病院 第20回_2018/10/21

三重県 坂口　美和 三重大学大学院医学系研究科 第20回_2018/10/21

三重県 杉野　早也佳 松阪中央総合病院 第20回_2018/10/21

三重県 松井　智子 松阪市民病院 第21回_2019/02/17

三重県 菱谷　徳子 松阪市民病院 第23回_2020/02/16

三重県 小原　和美 鈴鹿医療科学大学附属桜の森病院 第25回_2022/02/05

【滋賀県】指導者27名

滋賀県 杉江　礼子 地方独立行政法人　市立大津市民病院 2008/06/15

滋賀県 富永　治美 長浜赤十字病院 第1回_2009/07/12

滋賀県 辻森　弘容 滋賀県立総合病院 第2回_2009/11/22

滋賀県 喜多下　真里 公立大学法人滋賀県立大学 第3回_2010/07/25

滋賀県 宮﨑　恵子 市立長浜病院 第6回_2012/05/20

滋賀県 冨永　千鶴 滋賀県総合病院 第6回_2012/05/20

滋賀県 佐川　弘美 所属機関なし 第6回_2012/05/20

滋賀県 垣見　留美子 長浜赤十字病院 第7回_2012/07/29

滋賀県 秋宗　美紀 彦根市立病院 第8回_2013/02/24

滋賀県 桂　佐季子 大津赤十字志賀病院 第8回_2013/02/24

滋賀県 森口　朋子 彦根市立病院 第10回_2013/11/17

滋賀県 葛谷　みどり 長浜赤十字病院 第10回_2013/11/17

滋賀県 西岡　摩矢 日野記念病院 第11回_2014/05/11

滋賀県 千田　篤子 長浜赤十字病院 第11回_2014/05/11

滋賀県 北野　香苗 済生会滋賀県病院 第13回_2014/10/19

滋賀県 河野　智一 市立長浜病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

滋賀県 西川　誠人 滋賀医科大学医学部附属病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

滋賀県 谷川　弘子 ヴォーリズ記念病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

滋賀県 田村　恵 訪問看護ステーション　ヴォーリズ 第14回_2015/09/06

滋賀県 小栗　京 彦根市立病院 第16回_2016/10/02

滋賀県 大町　衣里子 市立長浜病院 第17回_2017/02/12

滋賀県 髙山　さなえ 長浜赤十字病院 第17回_2017/02/12

滋賀県 杉山　順哉 市立長浜病院 第19回_2018/02/18

滋賀県 笹田　彩 滋賀県立総合病院 第20回_2018/10/21

滋賀県 天野　明美 高島市民病院 第20回_2018/10/21

滋賀県 德谷　理恵 大津赤十字病院 第22回_2019/09/22

滋賀県 利田　みゆき 公立甲賀病院 第25回_2022/02/05

【京都府】指導者79名

京都府 田村　恵子 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系 2008/01

京都府 竹之内　沙弥香 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系 2008/01

京都府 井沢　知子 京都大学大学院医学研究科 2008/01

京都府 前滝　栄子 京都大学医学部附属病院 2008/01

京都府 森井　淳子 京都桂病院 2008/06/15



京都府 中村　洋子 訪問看護ステーション　ほっぷ 2008/06/15

京都府 東　由加里 京都市立病院 2008/06/15

京都府 尾下　玲子 訪問看護ステーション　にしがも 2008/11/02

京都府 落合　恵 京都医療センター 第1回_2009/07/12

京都府 占部　久仁子 所属機関なし 第2回_2009/11/22

京都府 杉田　智子 ファミリー・ホスピス京都北山ハウス 第2回_2009/11/22

京都府 佐久間　美和 なかつかさ内科・在宅クリニック 第3回_2010/07/25

京都府 松岡　実和 舞鶴共済病院 第4回_2011/05/22

京都府 渡邉　美和 明治国際医療大学附属病院 第4回_2011/05/22

京都府 光木　幸子 所属機関なし 第4回_2011/05/22

京都府 藤本　早和子 京都府立医科大学附属病院 第5回_2011/11/13

京都府 松村　優子 地方独立行政法人京都市立病院機構　京都市立病院 第5回_2011/11/13

京都府 奥田　裕紀子 伏見岡本病院 第5回_2011/11/13

京都府 大内　紗也子 京都大学医学部附属病院 第5回_2011/11/13

京都府 田中　結美 京都第一赤十字病院 第6回_2012/05/20

京都府 小谷　由美 舞鶴医療センター 第6回_2012/05/20

京都府 吉岡　とも子 京都府立医科大学附属病院 第6回_2012/05/20

京都府 碓井　寬子 京都中部総合医療センター 第8回_2013/02/24

京都府 大津　裕佳 三菱京都病院 第8回_2013/02/24

京都府 今堀　智恵子 京都看護大学 第8回_2013/02/24

京都府 宇多　雅 京都大学大学院医学系研究科 第8回_2013/02/24

京都府 北村　和美 社会医療法人岡本病院(財団)　京都岡本記念病院 第8回_2013/02/24

京都府 藤田　かおり 洛和会音羽病院 第10回_2013/11/17

京都府 牧野　敦子 綾部市立病院 第10回_2013/11/17

京都府 西谷　葉子 京都第二赤十字病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

京都府 中満　順子 京都第一赤十字病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

京都府 村井　睦美 医療法人 医仁会武田総合病院 第11回_2014/05/11

京都府 田村　葉子 京都看護大学 第11回_2014/05/11

京都府 能勢　真梨子 京都第二赤十字病院 第11回_2014/05/11

京都府 越智　幾世 京都府立医科大学 第11回_2014/05/11

京都府 任　和子 京都大学大学院医学研究科 第12回_2014/07/13

京都府 坂井　みさき 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 第13回_2014/10/19

京都府 重里　幸 財団法人薬師山病院 第13回_2014/10/19

京都府 三浦　綾 所属機関なし 第13回_2014/10/19

京都府 吉武　昌代 医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院 第13回_2014/10/19

京都府 宮城　悦美 特定医療法人美杉会　男山病院 第13回_2014/10/19

京都府 宇都宮　明美 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専 2014年度国がん主催_2015/02/01

京都府 淺野　耕太 京都第二赤十字病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

京都府 阿比留　玲子 日本バプテスト病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

京都府 吉田　厚子 あそかビハーラ病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

京都府 新堀　いづみ 所属機関なし 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

京都府 吉田　克江 京都市立病院 第14回_2015/09/06

京都府 長谷川　美智子 京都民医連中央病院 第14回_2015/09/06

京都府 佐藤　隆平 京都大学大学院医学研究科 第14回_2015/09/06

京都府 藤原　ゆかり 市立福知山市民病院 第14回_2015/09/06

京都府 服部　美景 京都府立医科大学附属病院 第14回_2015/09/06

京都府 松山　直美 京都大学医学部附属病院 第15回_2016/02/07

京都府 西山　知佳 京都大学大学院医学研究科 第15回_2016/02/07

京都府 髙橋　友紀 医仁会　武田総合病院 第16回_2016/10/02

京都府 村上　成美 医療法人　社団　都会 第16回_2016/10/02

京都府 大畑　茂子 京都第一赤十字病院 第18回_2017/08/06

京都府 田村　美子 京都岡本記念病院 第18回_2017/08/06

京都府 角　裕子 京都大学医学部附属病院 第18回_2017/08/06

京都府 石坂　絵美 財団法人　薬師山病院 第18回_2017/08/06

京都府 岡崎　典子 日本バプテスト総合病院 第18回_2017/08/06

京都府 大西　宏実 京都山城総合医療センター 第18回_2017/08/06

京都府 川勝　和子 京都大学医学部附属病院 第18回_2017/08/06

京都府 竹之内　直子 京都大学大学院　医学研究科 第18回_2017/08/06

京都府 中村　明美 京都府立医科大学附属北部医療センター 第19回_2018/02/18

京都府 高見　宏子 所属機関なし 第19回_2018/02/18

京都府 門田　典子 JCHO　京都鞍馬口医療センター 第20回_2018/10/21

京都府 小鷹　ちさと 所属機関なし 第20回_2018/10/21

京都府 久保　千晴 宇治武田病院 第20回_2018/10/21

京都府 松岡　真里 国立大学法人　京都大学大学院 第20回_2018/10/21

京都府 立石　るか 京都第一赤十字病院 第20回_2018/10/21

京都府 白波瀬　道子 綾部市立病院 第21回_2019/02/17

京都府 久保川　純子 京都府立医科大学附属病院 第22回_2019/09/22

京都府 山口　牧子 独立行政法人国立病院機構　京都医療センター 第22回_2019/09/22

京都府 宮本　雅子 京都大学医学部附属病院 第22回_2019/09/22

京都府 狩野　加代子 市立福知山市民病院 第22回_2019/09/22

京都府 福島　文子 社会福祉法人　京都社会事業財団　　京都桂病院 第22回_2019/09/22



京都府 杉浦　康代 京都府立医科大学附属病院 第24回_2021/09/25

京都府 豊﨑　柚香 京都第一赤十字病院 第25回_2022/02/05

京都府 宮澤　真由美 京都府立医科大学附属病院 第25回_2022/02/05

【大阪府】指導者155名

大阪府 市原　香織 所属機関なし 2008/01

大阪府 道川　綾加 訪問看護ステーション東成おおみち 2008/06/15

大阪府 二宮　由紀恵 市立豊中病院 2008/06/15

大阪府 徳岡　良恵 大阪府立大学 2008/06/15

大阪府 高見　陽子 市立岸和田市民病院 2008/11/02

大阪府 鶴田　理恵 大阪市立大学医学部附属病院 2008/11/02

大阪府 津本　友美 大阪赤十字病院 2008/11/02

大阪府 村口　さつき 国立病院機構大阪南医療センター 2008/11/02

大阪府 吉田　智美 大阪信愛学院短期大学 2008/11/02

大阪府 上田　純子 大阪医療センター 第1回_2009/07/12

大阪府 大西　真理 市立東大阪医療センター 第1回_2009/07/12

大阪府 中島　静枝 吹田徳洲会病院 第1回_2009/07/12

大阪府 山本　桂子 第二大阪警察病院 第2回_2009/11/22

大阪府 池上　里美 大阪市立大学医学部附属病院 第2回_2009/11/22

大阪府 中村　直美 近畿中央呼吸器センター 第2回_2009/11/22

大阪府 藤本　和美 社会医療法人生長会阪南市民病院 第2回_2009/11/22

大阪府 田口　賀子 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター 第2回_2009/11/22

大阪府 網野　玉美 地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪府立急性期・総合医療センター 第3回_2010/07/25

大阪府 和田　栄子 淀川キリスト病院 第3回_2010/07/25

大阪府 小山　佐知子 日本生命病院 第3回_2010/07/25

大阪府 中川　純子 社会医療法人　愛仁会高槻病院 第3回_2010/07/25

大阪府 熊谷　晴子 市立ひらかた病院 第4回_2011/05/22

大阪府 澤田　里子 東大阪市立総合病院 第4回_2011/05/22

大阪府 尾池　真理 たつみ訪問看護ステーション 第4回_2011/05/22

大阪府 小木曽　照子 大阪赤十字病院 第4回_2011/05/22

大阪府 神山　智秋 明治橋病院 第4回_2011/05/22

大阪府 柳井　瑞乃 第二大阪警察病院 第4回_2011/05/22

大阪府 桑山　直子 所属機関なし 第4回_2011/05/22

大阪府 岩瀬　有里 所属機関なし 第4回_2011/05/22

大阪府 青木　美樹 美咲訪問看護ステーション 第5回_2011/11/13

大阪府 野口　忍 北摂総合病院 第5回_2011/11/13

大阪府 原武　めぐみ 近畿大学病院 第5回_2011/11/13

大阪府 田墨　惠子 大阪大学医学部附属病院 第5回_2011/11/13

大阪府 杉原　多可子 所属機関なし 第5回_2011/11/13

大阪府 佐藤　恵美 所属機関なし 第5回_2011/11/13

大阪府 稲野　聖子 市立池田病院 第6回_2012/05/20

大阪府 田口　奈緒美 淀川キリスト教病院 第6回_2012/05/20

大阪府 京林　裕美 医療法人仙養会　北摂総合病院 第6回_2012/05/20

大阪府 竹久　志穂 近畿大学病院 第6回_2012/05/20

大阪府 田中　育子 辻本病院 第6回_2012/05/20

大阪府 井出　恭子 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 第6回_2012/05/20

大阪府 國友　実加 所属機関なし 第6回_2012/05/20

大阪府 文本　広美 所属機関なし 第6回_2012/05/20

大阪府 乗松　有加 大阪府済生会中津病院 第7回_2012/07/29

大阪府 武田　ヒサ 国立病院機構　近畿中央呼吸器センター 第7回_2012/07/29

大阪府 藤村　敦子 大阪労災病院 第7回_2012/07/29

大阪府 松本　晴美 松下記念病院 第7回_2012/07/29

大阪府 岩上　雄一 所属機関なし 第7回_2012/07/29

大阪府 鎗野　りか 所属機関なし 第7回_2012/07/29

大阪府 大野　由美子 大阪大学医学部附属病院 第8回_2013/02/24

大阪府 上田　育子 大阪医科薬科大学病院 第8回_2013/02/24

大阪府 知久　幸子 済生会千里病院 第9回_2013/07/28

大阪府 神崎　美和 社会医療法人　景岳会　南大阪病院 第10回_2013/11/17

大阪府 長尾　充子 あるふぁ訪問看護ステーション 第10回_2013/11/17

大阪府 橋本　理恵子 関西医科大学 第10回_2013/11/17

大阪府 森谷　和代 テイク・ケア訪問看護ステーション 第10回_2013/11/17

大阪府 内藤　潤 独立行政法人国立病院機構　近畿中央呼吸器センター 第10回_2013/11/17

大阪府 佐久間　博子 関西医科大附属枚方病院 第10回_2013/11/17

大阪府 平野　敏子 大阪赤十字病院 第10回_2013/11/17

大阪府 渡邉　亜紀子 所属機関なし 第10回_2013/11/17

大阪府 樋口　紀美子 地方独立法人りんくう総合医療センター 第10回_2013/11/17

大阪府 関川　加奈子 大阪医科薬科大学 第10回_2013/11/17

大阪府 山川　幸枝 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 第10回_2013/11/17

大阪府 吉田　聡子 所属機関なし 第10回_2013/11/17

大阪府 今井　麻里子 大阪医科大学附属病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

大阪府 長えき　美奈子 大阪医科薬科大学病院 第11回_2014/05/11

大阪府 青木　早苗 学校法人　関西医科大学 第11回_2014/05/11



大阪府 是澤　広美 大阪府済生会吹田病院 第11回_2014/05/11

大阪府 木下　明美 社会医療法人　美杉会　佐藤病院 第11回_2014/05/11

大阪府 新川　さゆり 市立貝塚病院 第11回_2014/05/11

大阪府 荒尾　晴惠 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 第11回_2014/05/11

大阪府 西尾　敦美 大阪大学医学部付属病院 第12回_2014/07/13

大阪府 石村　愛 関西電力病院 第12回_2014/07/13

大阪府 篠原　智栄 地方独立行政法人市立東大阪医療センター 第13回_2014/10/19

大阪府 大嵩　ゆき 医療法人協和会　千里中央病院 第13回_2014/10/19

大阪府 府川　晃子 大阪医科薬科大学 第13回_2014/10/19

大阪府 谷川　あづさ ひらかた聖徳園訪問看護ステーション 第13回_2014/10/19

大阪府 谷澤　久美 淀川キリスト教病院 第13回_2014/10/19

大阪府 田中　有紀子 大阪国際がんセンター 第13回_2014/10/19

大阪府 北村　愛子 大阪府立大学 第13回_2014/10/19

大阪府 松浦　麻由美 大阪赤十字病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

大阪府 許田　志津子 大阪大学医学部附属病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

大阪府 齊藤　明音 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 2014年度国がん主催_2015/02/01

大阪府 渡壁　晃子 彩都友紘会病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

大阪府 木下　富貴子 大阪府済生会泉尾病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

大阪府 北之園　真由美 医療法人協和会千里中央病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

大阪府 岡田　由佳理 呼吸器アレルギー医療センター 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

大阪府 前田　陽子 よどまちステーション 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

大阪府 本多　紀子 八尾市立病院 第14回_2015/09/06

大阪府 市原　しのぶ 関西電力病院 第14回_2015/09/06

大阪府 志方　優子 JCHO大阪病院 第14回_2015/09/06

大阪府 益倉　智美 医療法人宝生会PL病院 第14回_2015/09/06

大阪府 福井　有里 国立病院機構　大阪刀根山医療センター 第14回_2015/09/06

大阪府 伊賀　規子 所属機関なし 第14回_2015/09/06

大阪府 菊谷　八重 医療法人　出水クリニック 第14回_2015/09/06

大阪府 西井　智惠子 所属機関なし 第15回_2016/02/07

大阪府 松山　千華子 公益財団法人日本訪問看護財団立刀根山訪問看護ステーション 第15回_2016/02/07

大阪府 村上　香織 近畿大学医学部附属病院 第15回_2016/02/07

大阪府 加藤　邦子 NHO　近畿中央呼吸器センター 第15回_2016/02/07

大阪府 角田　恵美子 高槻赤十字病院 第16回_2016/10/02

大阪府 生田　陽子 独立行政法人　市立吹田市民病院 第16回_2016/10/02

大阪府 宮本　絵美 国立病院機構大阪刀根山医療センター 第16回_2016/10/02

大阪府 吉本　訓子 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 第16回_2016/10/02

大阪府 小林　身和子 市立池田病院 第16回_2016/10/02

大阪府 山本　直 社会医療法人愛仁会高槻病院 第16回_2016/10/02

大阪府 城山　敏江 所属機関なし 第16回_2016/10/02

大阪府 原田　かおる 高槻赤十字病院 第17回_2017/02/12

大阪府 吹田　智子 箕面市立病院 第17回_2017/02/12

大阪府 畠山　明子 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 第17回_2017/02/12

大阪府 近藤　麻美 市立貝塚病院 第18回_2017/08/06

大阪府 松本　静香 八尾徳洲会総合病院 第18回_2017/08/06

大阪府 江藤　美和子 社会医療法人生長会ベルランド総合病院 第18回_2017/08/06

大阪府 横山　頼子 済生会野江訪問看護ステーション 第18回_2017/08/06

大阪府 加藤　理香 箕面市立病院 第18回_2017/08/06

大阪府 小栗　由貴子 所属機関なし 第18回_2017/08/06

大阪府 小鷹　康代 株式会社ソフィアメディ 第19回_2018/02/18

大阪府 西川　亜紀子 高槻赤十字病院 第19回_2018/02/18

大阪府 渡邉　美貴 大阪府済生会野江病院 第19回_2018/02/18

大阪府 五味　恵美 近畿大学病院 第19回_2018/02/18

大阪府 櫻井　真知子 国立病院機構　大阪医療センター 第19回_2018/02/18

大阪府 遠藤　美幸 近畿大学病院 第20回_2018/10/21

大阪府 髙野　将宏 市立東大阪医療センター 第20回_2018/10/21

大阪府 西浦　志保 市立豊中病院 第20回_2018/10/21

大阪府 辻本　久実 牧すこやかセンター 第20回_2018/10/21

大阪府 田中　アキ 大阪市立大学医学部附属病院 第20回_2018/10/21

大阪府 河野　恵 医療法人春秋会　城山病院 第20回_2018/10/21

大阪府 門田　昭子 府立病院機構大阪急性期・総合医療センター 第20回_2018/10/21

大阪府 藤本　恭子 よどきり医療と介護のまちづくり株式会社 第21回_2019/02/17

大阪府 信藤　悦美 医療法人　杏林会　金岡病院 第21回_2019/02/17

大阪府 三澤　貴代美 がん研有明病院 第21回_2019/02/17

大阪府 前田　知美 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 第21回_2019/02/17

大阪府 西　美紀 大阪国際がんセンター 第21回_2019/02/17

大阪府 松森　恵理 関西医科大学附属病院 第21回_2019/02/17

大阪府 明石　和子 社会医療法人　生長会　府中病院 第21回_2019/02/17

大阪府 石川　奈名 ベルランド総合病院 第22回_2019/09/22

大阪府 菊尾　雅子 大阪医科薬科大学病院 第22回_2019/09/22

大阪府 福田　久美子 大阪国際がんセンター 第22回_2019/09/22

大阪府 村田　加余子 地方独立行政法人市立吹田市民病院 第22回_2019/09/22



大阪府 藤本　祥子 国立病院機構大坂刀根山医療センター 第22回_2019/09/22

大阪府 平山　司樹 医療法人葛西医院　訪問看護ステーションかっさい 第22回_2019/09/22

大阪府 金村　由華 大阪赤十字病院 第22回_2019/09/22

大阪府 米谷　晶子 社会医療法人　きつこう会　多根総合病院 第23回_2020/02/16

大阪府 服部　悦子 関西電力株式会社　関西電力病院 第23回_2020/02/16

大阪府 脇　暁子 大阪発達総合療育センター 第23回_2020/02/16

大阪府 操野　由美子 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 第23回_2020/02/16

大阪府 坂井　友紀 所属機関なし 第24回_2021/09/25

大阪府 田平　芳子 大阪府立病院機構　大阪府立成人病センター 第24回_2021/09/25

大阪府 美谷　奈央子 箕面市立病院 第24回_2021/09/25

大阪府 大前　敬子 大阪警察病院 第24回_2021/09/25

大阪府 氏平　景子 よどまちステーション 第24回_2021/09/25

大阪府 上田　聖子 一般財団法人　住友病院 第25回_2022/02/05

大阪府 比嘉　育美 済生会泉尾病院 第25回_2022/02/05

大阪府 春木　沙織 近畿大学病院 第25回_2022/02/05

大阪府 石浦　光世 関西医科大学看護学部 第25回_2022/02/05

大阪府 益田　純子 独立行政法人国立病院機構　大阪刀根山医療センター 第25回_2022/02/05

【兵庫県】指導者118名

兵庫県 岸野　恵 一般社団法人　コミュニティヘルス研究機構 第6回_2012/05/20

兵庫県 松本　仁美 社会医療法人　製鉄記念広畑病院 2008/01

兵庫県 西山　みどり 有馬温泉病院 2008/01

兵庫県 林　直子 訪問看護ステーション創謙 2008/01

兵庫県 中村　知美 関西労災病院 2008/06/15

兵庫県 伊藤　由美子 兵庫県立がんセンター 2008/06/15

兵庫県 畑　ゆかり 訪問看護ステーションすまぁと北支所 2008/06/15

兵庫県 岩田　奈美 地方独立行政法人　神戸市民病院機構　神戸市立医療センター中央市民病院 2008/06/15

兵庫県 向井　美千代 所属機関なし 2008/06/15

兵庫県 高山　良子 神戸市看護大学 2008/06/15

兵庫県 永濵　加世子 国立病院機構独立行政法人姫路医療センター 2008/11/02

兵庫県 岡山　幸子 宝塚市立病院 2008/11/02

兵庫県 川村　真紀 姫路聖マリア病院 第1回_2009/07/12

兵庫県 斎藤　美智子 神戸市立医療センター西市民病院 第1回_2009/07/12

兵庫県 山口　亜紀 所属機関なし 第1回_2009/07/12

兵庫県 宮﨑　加奈子 神戸大学医学部附属病院 第2回_2009/11/22

兵庫県 藤原　志寿子 医療法人社団　神戸低侵襲がん医療センター 第2回_2009/11/22

兵庫県 臼井　美賀代 所属機関なし 第2回_2009/11/22

兵庫県 田村　朋子 伊東外科 第3回_2010/07/25

兵庫県 小山　富美子 神戸市看護大学 第3回_2010/07/25

兵庫県 福井　幸代 市立伊丹病院　緩和ケアセンター 第3回_2010/07/25

兵庫県 山﨑　恵 公立豊岡病院組合立豊岡病院 第3回_2010/07/25

兵庫県 山内　洋子 兵庫医療大学 第4回_2011/05/22

兵庫県 篠崎　智子 北播磨総合医療センター 第4回_2011/05/22

兵庫県 白川　睦子 (独)労働者健康安全機構　関西労災病院 第5回_2011/11/13

兵庫県 乾　貴絵 兵庫医科大学病院 第5回_2011/11/13

兵庫県 吉田　こずえ 宝塚市立病院 第5回_2011/11/13

兵庫県 得居　みのり 姫路聖マリア病院 第5回_2011/11/13

兵庫県 河合　房乃 北播磨総合医療センター 第6回_2012/05/20

兵庫県 藤原　由佳 神戸大学医学部附属病院 第6回_2012/05/20

兵庫県 日吉　理恵 宝塚市立病院 第6回_2012/05/20

兵庫県 中村　真理 神戸市立西神戸医療センター 第6回_2012/05/20

兵庫県 梅田　節子 神戸市立医療センター中央市民病院 第6回_2012/05/20

兵庫県 村田　千恵 所属機関なし 第6回_2012/05/20

兵庫県 榮元　由香 所属機関なし 第6回_2012/05/20

兵庫県 宇野　さつき ファミリー・ホスピス神戸垂水ハウス 第7回_2012/07/29

兵庫県 礒元　淳子 兵庫県立尼崎総合医療センター 第7回_2012/07/29

兵庫県 玉田　田夜子 兵庫県立姫路循環器病センター 第7回_2012/07/29

兵庫県 為広　多真紀 市立加西病院 第7回_2012/07/29

兵庫県 遠野　かおり 宝塚市立病院 第7回_2012/07/29

兵庫県 橋本　みさ子 高砂市民病院 第7回_2012/07/29

兵庫県 花房　由美子 神戸市立医療センター中央市民病院 第7回_2012/07/29

兵庫県 森山　祐美 社会医療法人　製鉄記念広畑病院 第7回_2012/07/29

兵庫県 吉住　智奈美 兵庫県立尼崎総合医療センター 第7回_2012/07/29

兵庫県 矢野　啓子 市立伊丹病院 第7回_2012/07/29

兵庫県 鶴屋　邦江 医療法人実風会　新生病院 第8回_2013/02/24

兵庫県 市橋　正子 MEIN　HAUS 第9回_2013/07/28

兵庫県 森　一恵 関西国際大学 第9回_2013/07/28

兵庫県 野村　陽子 所属機関なし 第10回_2013/11/17

兵庫県 柳生　愛 社会医療法人財団聖フランシスコ会　姫路聖マリア病院 第10回_2013/11/17

兵庫県 沖　由江 関西労災病院 第10回_2013/11/17

兵庫県 野木　幸子 兵庫県立淡路医療センター 第10回_2013/11/17

兵庫県 加治佐　直子 市立芦屋病院 第10回_2013/11/17



兵庫県 宮田　智恵子 医療法人若葉会　六甲病院 第10回_2013/11/17

兵庫県 福田　幸子 北須磨訪問看護・リハビリセンター 第10回_2013/11/17

兵庫県 西村　裕美子 兵庫医科大学病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

兵庫県 宮武　佳菜枝 所属機関なし 第11回_2014/05/11

兵庫県 二宮　由紀子 医療法人明和病院 第11回_2014/05/11

兵庫県 松本　庸子 市立加西病院 第11回_2014/05/11

兵庫県 福田　富子 たつの市民病院 第11回_2014/05/11

兵庫県 森山　恵 西宮市立中央病院 第11回_2014/05/11

兵庫県 今西　優子 神戸大学医学部附属病院 第12回_2014/07/13

兵庫県 中嶋　久子 医療法人社団　清和会　訪問看護ステーション　そよかぜ 第12回_2014/07/13

兵庫県 角甲　純 兵庫県立大学　看護学部 第12回_2014/07/13

兵庫県 小森　麻貴子 公立学校共済組合　近畿中央病院 第13回_2014/10/19

兵庫県 東根　聖子 公益社団法人兵庫県看護協会尼崎訪問看護ステーション 第13回_2014/10/19

兵庫県 関　典子 兵庫県立加古川医療センター 第13回_2014/10/19

兵庫県 髙木　佳恵 神戸アドベンチスト病院 第13回_2014/10/19

兵庫県 松本　百合奈 神戸大学医学部附属病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

兵庫県 廣瀬　智子 兵庫県立柏原病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

兵庫県 藤本　有紀 西脇市立西脇病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

兵庫県 山本　理恵 国立病院機構姫路医療センター 2014年度国がん主催_2015/02/01

兵庫県 柿本　久美子 兵庫県立加古川医療センター 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

兵庫県 内野　奈美子 姫路聖マリア病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

兵庫県 荒木　あや 西宮市訪問看護センター 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

兵庫県 福永　香織 姫路聖マリア病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

兵庫県 橋野　陽子 市立芦屋病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

兵庫県 足立　光生 神戸アドベンチスト病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

兵庫県 村下　尚美 尼崎医療生協病院 第14回_2015/09/06

兵庫県 梅本　愛 西神戸医療センター 第14回_2015/09/06

兵庫県 正垣　淳子 神戸大学大学院保健学研究科 第14回_2015/09/06

兵庫県 森田　幸子 地方独立行政法人神戸市民病院機構　神戸市立医療センター中央市民病院 第14回_2015/09/06

兵庫県 岡本　知子 医療法人　明和病院 第15回_2016/02/07

兵庫県 川邊　有希 北播磨総合医療センター 第16回_2016/10/02

兵庫県 榎本　鮎子 兵庫医科大学　ささやま医療センター 第16回_2016/10/02

兵庫県 陰山　美穂子 市立芦屋病院 第16回_2016/10/02

兵庫県 石川　央 地方独立行政法人明石市立市民病院 第16回_2016/10/02

兵庫県 城下　安代 尼崎医療生協病院 第16回_2016/10/02

兵庫県 井上　久美子 医療法人　神戸健康共和会 第17回_2017/02/12

兵庫県 大路　貴子 神戸市立医療センター西市民病院 第18回_2017/08/06

兵庫県 西海　嘉能 兵庫県立がんセンター 第18回_2017/08/06

兵庫県 田中　奈緒子 兵庫県立姫路循環器病センター 第18回_2017/08/06

兵庫県 榎本　由佳 所属機関なし 第18回_2017/08/06

兵庫県 是友　亜美 明石医療センター 第18回_2017/08/06

兵庫県 橋本　かおり 西脇市立西脇病院 第18回_2017/08/06

兵庫県 大西　理恵 NHO兵庫あおの病院 第19回_2018/02/18

兵庫県 呉本　貴代 たつの市民病院 第19回_2018/02/18

兵庫県 田城　綾乃 兵庫県看護協会尼崎訪問看護ステーション 第19回_2018/02/18

兵庫県 泉田　日奈子 医療法人　明和病院 第20回_2018/10/21

兵庫県 中谷　扶美 兵庫県立こども病院 第20回_2018/10/21

兵庫県 藤井　恵美 医療法人社団医仁会ふくやま病院 第20回_2018/10/21

兵庫県 加藤　めぐみ 神戸大学医学部附属病院 第20回_2018/10/21

兵庫県 沖浦　麻矢 神戸市立医療センター　中央市民病院 第20回_2018/10/21

兵庫県 西村　晴美 兵庫県立がんセンター 第21回_2019/02/17

兵庫県 藤原　真由美 社会医療法人　愛仁会 第21回_2019/02/17

兵庫県 江頭　佐都美 市立芦屋病院 第21回_2019/02/17

兵庫県 遠藤　千栄 市立芦屋病院 第22回_2019/09/22

兵庫県 福井　由紀子 姫路赤十字病院 第22回_2019/09/22

兵庫県 西村　博美 国家公務員共済連合会　六甲病院 第22回_2019/09/22

兵庫県 山口　優子 市立加西病院 第22回_2019/09/22

兵庫県 蔭山　郁子 兵庫県立柏原病院 第23回_2020/02/16

兵庫県 尾張　夕子 兵庫県立がんセンター 第23回_2020/02/16

兵庫県 森脇　光信 加古川中央市民病院 第23回_2020/02/16

兵庫県 杉山　裕美 社会保険神戸中央病院 第24回_2021/09/25

兵庫県 田中　奈美 國富胃腸病院 第25回_2022/02/05

兵庫県 久理田　和代 兵庫県立姫路循環器病センター 第25回_2022/02/05

兵庫県 正井　志穂 神戸市立西神戸医療センター 第25回_2022/02/05

兵庫県 吉田　礼香 医療法人松浦会　姫路第一病院 第25回_2022/02/05

【奈良県】指導者28名

奈良県 金井　恵美 奈良県立医科大学附属病院 2008/06/15

奈良県 杉下　薫 済生会奈良病院 2008/11/02

奈良県 山中　政子 天理医療大学 第3回_2010/07/25

奈良県 長谷川　弘子 社会医療法人　平成記念病院 第10回_2013/11/17

奈良県 肥後　加苗 天理医療大学 第10回_2013/11/17



奈良県 福田　あすか 所属機関なし 第10回_2013/11/17

奈良県 久保田　千代美 ChiyomiKbotaCare研究所 第10回_2013/11/17

奈良県 西田　章恵 所属機関なし 第11回_2014/05/11

奈良県 松井　利江 学校法人　天理医療大学 第11回_2014/05/11

奈良県 森本　広子 ゆい訪問看護ステーション 第12回_2014/07/13

奈良県 松村　勝代 奈良県立医科大学付属病院 第13回_2014/10/19

奈良県 谷口　章子 所属機関なし 第13回_2014/10/19

奈良県 谷本　律子 所属機関なし 第13回_2014/10/19

奈良県 吉崎　愛子 アップル訪問看護ステーション 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

奈良県 西田　由美子 市立奈良病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

奈良県 覚野　典子 国保中央病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

奈良県 安田　信子 所属機関なし 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

奈良県 鳥井　千嘉 医療法人　平和会吉田病院 第14回_2015/09/06

奈良県 田中　登美 奈良県立医科大学 第17回_2017/02/12

奈良県 増尾　由紀 市立奈良病院 第18回_2017/08/06

奈良県 宮地　真澄 奈良県総合医療センター 第20回_2018/10/21

奈良県 布村　恵子 済生会奈良病院 第20回_2018/10/21

奈良県 中森　由香 済生会中和病院 第20回_2018/10/21

奈良県 牧野　真弓 国保中央病院 第20回_2018/10/21

奈良県 中辻　美香 奈良厚生会病院 第20回_2018/10/21

奈良県 松澤　未由紀 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 第20回_2018/10/21

奈良県 水谷　あかね 近畿大学医学部奈良病院 第21回_2019/02/17

奈良県 安田　明美 奈良県西和医療センター 第25回_2022/02/05

【和歌山県】指導者22名

和歌山県 岡地　美代 所属機関なし 2008/06/15

和歌山県 米田　宜美 公立那賀病院 第3回_2010/07/25

和歌山県 曲師　昌子 医療法人南労会　紀和病院 第4回_2011/05/22

和歌山県 御園　和美 日本赤十字社和歌山医療センター 第5回_2011/11/13

和歌山県 北得　美佐子 東京医療保健大学 第7回_2012/07/29

和歌山県 石徹白　しのぶ 公立大学法人　和歌山県立医科大学附属病院 第9回_2013/07/28

和歌山県 山本　真由 和歌山県立医科大学附属病院　紀北分院 第9回_2013/07/28

和歌山県 越本　世津 紀南病院 第10回_2013/11/17

和歌山県 温井　由美 和歌山看護専門学校 第10回_2013/11/17

和歌山県 南　真理 訪問看護ステーションみかん 2013年度国がん主催_2014/02/16

和歌山県 茶木　美智子 医療法人愛晋会　中江病院 第11回_2014/05/11

和歌山県 千葉　明美 たぶせ在宅クリニック 第11回_2014/05/11

和歌山県 松本　多恵 和歌山県立医科大学附属病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

和歌山県 山田　忍 和歌山県立医科大学保健看護学部 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

和歌山県 園田　真美 和歌山県立医科大学附属病院 第14回_2015/09/06

和歌山県 桒原　宏貴 日本赤十字社和歌山医療センター 第14回_2015/09/06

和歌山県 勢力　佳寿美 ひだか病院 第16回_2016/10/02

和歌山県 栗山　文枝 公立那賀病院 第20回_2018/10/21

和歌山県 有本　幸恵 和歌山県立医科大学附属病院 第22回_2019/09/22

和歌山県 西山　恵理 日本赤十字社和歌山医療センター 第22回_2019/09/22

和歌山県 栄土　真由美 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 第22回_2019/09/22

和歌山県 宇田　賀津 東京医療保健大学 第24回_2021/09/25

中国地方：158名

都道府県 ご氏名 ご所属先 修了日

【鳥取県】指導者17名

鳥取県 池田　牧 鳥取県立中央病院 第4回_2011/05/22

鳥取県 岡本　智恵 所属機関なし 第5回_2011/11/13

鳥取県 石原　三祐木 国立病院機構米子医療センター 第7回_2012/07/29

鳥取県 山根　綾香 鳥取市立病院 第9回_2013/07/28

鳥取県 有福　美和 鳥取県立厚生病院 第10回_2013/11/17

鳥取県 濵野　由紀子 鳥取県立中央病院 第10回_2013/11/17

鳥取県 堀江　千恵 米子医療センター 2013年度国がん主催_2014/02/16

鳥取県 前田　美和 所属機関なし 2013年度国がん主催_2014/02/16

鳥取県 鈴木　妙 公益社団法人　鳥取県看護協会 第11回_2014/05/11

鳥取県 佐々木　美鈴 鳥取県立厚生病院 第11回_2014/05/11

鳥取県 中村　梨沙 鳥取大学医学部附属病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

鳥取県 小原　美穂 鳥取生協病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

鳥取県 中井　美喜子 鳥取大学医学部附属病院 第16回_2016/10/02

鳥取県 衣笠　久美子 鳥取市立病院 第19回_2018/02/18

鳥取県 大庭　桂子 鳥取大学 第21回_2019/02/17

鳥取県 安福　寿子 所属機関なし 第23回_2020/02/16

鳥取県 矢間　友美 鳥取大学医学部附属病院 第24回_2021/09/25

【島根県】指導者27名

島根県 吉岡　佐知子 松江市立病院 2008/01

島根県 川上　和美 松江赤十字病院 2008/06/15

島根県 本多　和子 所属機関なし 2008/06/15



島根県 小松　歩美 島根県立中央病院 第1回_2009/07/12

島根県 渡部　ひとみ 所属機関なし 第2回_2009/11/22

島根県 勝部　真美枝 所属機関なし 第3回_2010/07/25

島根県 井原　真利子 松江市立病院 第5回_2011/11/13

島根県 今岡　恵美 島根大学医学部附属病院 第9回_2013/07/28

島根県 内尾　久美 所属機関なし 第10回_2013/11/17

島根県 米村　智子 松江市立病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

島根県 吉本　歩 松江市立病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

島根県 三吉　由美子 島根大学医学部附属病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

島根県 田中　由香利 島根県立中央病院 第12回_2014/07/13

島根県 内部　孝子 松江赤十字病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

島根県 景山　みどり 雲南市立病院 第14回_2015/09/06

島根県 山本　香織 松江赤十字病院 第14回_2015/09/06

島根県 和田　祥恵 松江市立病院 第14回_2015/09/06

島根県 加藤　由希子 松江赤十字病院 第18回_2017/08/06

島根県 平野　文子 島根県立大学出雲キャンパス 第18回_2017/08/06

島根県 竹元　千恵 独立行政法人国立病院機構　浜田医療センター 第19回_2018/02/18

島根県 藤井　愛子 島根大学医学部附属病院 第20回_2018/10/21

島根県 立原　怜 島根県立中央病院 第21回_2019/02/17

島根県 空先　育子 医療法人社団　創健会　松江記念病院 第22回_2019/09/22

島根県 福田　和美 島根県立中央病院 第22回_2019/09/22

島根県 山根　裕子 松江医療センター(呼吸器病センター) 第23回_2020/02/16

島根県 田淵　律子 松江赤十字病院 第23回_2020/02/16

島根県 打田　絵里世 島根大学医学部付属病院 第24回_2021/09/25

【岡山県】指導者33名

岡山県 原　恵里加 財)倉敷中央病院 2008/06/15

岡山県 小川　真知子 所属機関なし 2008/06/15

岡山県 大口　浩美 独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター 第1回_2009/07/12

岡山県 大塲　央子 岡山大学　大学院保健学研究科 第1回_2009/07/12

岡山県 柚木　三由起 津山中央病院 第2回_2009/11/22

岡山県 名越　恵美 岡山県立大学 第3回_2010/07/25

岡山県 西村　美有紀 岡山赤十字病院 第3回_2010/07/25

岡山県 長谷川　亜樹 岡山赤十字病院 第5回_2011/11/13

岡山県 山田　彩華 岡山赤十字病院 第6回_2012/05/20

岡山県 原田　美雪 公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院 第8回_2013/02/24

岡山県 大浦　まり子 岡山大学大学院保健学研究科 第8回_2013/02/24

岡山県 畠　尚子 藤田病院 第8回_2013/02/24

岡山県 竹内　奈々恵 (医)和風会　中島病院 第10回_2013/11/17

岡山県 高下　典子 岡山大学病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

岡山県 藤田　千尋 倉敷市民病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

岡山県 井上　かおり 岡山県立大学 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

岡山県 山下　睦子 NHO岡山医療センター 第14回_2015/09/06

岡山県 上原　徳子 財団法人津山慈風会津山中央病院 第14回_2015/09/06

岡山県 戸田　美和子 所属機関なし 第14回_2015/09/06

岡山県 北別府　孝輔 倉敷中央病院 第15回_2016/02/07

岡山県 六原　純子 川崎医科大学総合医療センター 第16回_2016/10/02

岡山県 坂井　淳恵 岡山労災病院 第17回_2017/02/12

岡山県 藤田　里枝 岡山済生会総合病院 第18回_2017/08/06

岡山県 前川　礼子 岡山済生会総合病院 第18回_2017/08/06

岡山県 大石　昌美 川崎医科大学附属病院 第19回_2018/02/18

岡山県 森　里美 一般財団法人　倉敷成人病センター 第20回_2018/10/21

岡山県 松本　晃美 岡山協立病院看護部緩和ケア病棟 第21回_2019/02/17

岡山県 村松　百合香 南岡山医療センター 第21回_2019/02/17

岡山県 山下　絹代 川崎医科大学附属病院 第21回_2019/02/17

岡山県 大塚　美智子 岡山市立市民病院 第22回_2019/09/22

岡山県 長尾　知春 岡山済生会総合病院 第22回_2019/09/22

岡山県 中島　幸恵 岡山済生会総合病院 第24回_2021/09/25

岡山県 田中　啓子 心臓病センター榊原病院 第25回_2022/02/05

【広島県】指導者54名

広島県 濵本　千春 YMCA訪問看護ステーション・ピース 2008/06/15

広島県 堀　百合子 医療法人和同会　広島シーサイド病院 2008/06/15

広島県 藤本　泰子 済生会　広島病院 2008/11/02

広島県 佐々木　由紀 学校法人　広島文化学園大学 第1回_2009/07/12

広島県 山西　友規 訪問看護ステーション相扶 第2回_2009/11/22

広島県 田村　直美 広島赤十字・原爆病院 第2回_2009/11/22

広島県 川波　利子 福山市民病院 第2回_2009/11/22

広島県 渡邉　陽子 福山市民病院 第2回_2009/11/22

広島県 札埜　和美 広島赤十字・原爆病院 第5回_2011/11/13

広島県 岩月　まり子 所属機関なし 第5回_2011/11/13

広島県 槙埜　良江 広島大学病院 第6回_2012/05/20

広島県 後藤　直美 福山市医師会看護専門学校 第6回_2012/05/20



広島県 黒河　香織 尾道市立市民病院 第7回_2012/07/29

広島県 白川　峰子 広島大学病院 第7回_2012/07/29

広島県 八木　道子 特別養護老人ホームサンシャイン南蟹屋 第7回_2012/07/29

広島県 足立　葉子 広島赤十字・原爆病院 第7回_2012/07/29

広島県 渡辺　陽子 尾道市立市民病院 第8回_2013/02/24

広島県 前河内　里奈 県立広島病院 第8回_2013/02/24

広島県 面谷　秀子 清水ヶ丘高等学校 第10回_2013/11/17

広島県 清水　和子 訪問看護リハビリステーションひなた庚午 第10回_2013/11/17

広島県 角本　こずえ 広島市立広島市民病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

広島県 升田　志保 広島安佐市民病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

広島県 田中　由紀江 所属機関なし 2013年度国がん主催_2014/02/16

広島県 和田　かおり 独立行政法人国立病院機構　呉医療センター 第11回_2014/05/11

広島県 森　智実 東広島医療センター 第11回_2014/05/11

広島県 澤田　朱美 県立広島病院 第12回_2014/07/13

広島県 湯川　弘美 市立三次中央病院 第12回_2014/07/13

広島県 實森　直美 東広島医療センター 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

広島県 吉川　奈穂子 医療法人社団清風会　廿日市記念病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

広島県 丸口　忍 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

広島県 石原　美紗子 広島大学病院 第14回_2015/09/06

広島県 平泉　京子 医療法人　JR広島病院 第14回_2015/09/06

広島県 山崎　真由美 医療法人社団曙会　シムラ病院 第15回_2016/02/07

広島県 梶原　陽子 広島県立三次看護専門学校 第15回_2016/02/07

広島県 仁井山　由香 地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立広島市民病院 第15回_2016/02/07

広島県 有田　まゆか 広島共立病院 第15回_2016/02/07

広島県 西本　麻衣子 広島市民病院 第16回_2016/10/02

広島県 木坂　仁美 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 第16回_2016/10/02

広島県 村上　寛子 福山市民病院 第16回_2016/10/02

広島県 岡田　恵美子 JA広島総合病院 第16回_2016/10/02

広島県 島　千世 広島市医師会運営　安芸市民病院 第16回_2016/10/02

広島県 横山　貴子 無所属 第16回_2016/10/02

広島県 岩見　加奈子 県立広島病院 第17回_2017/02/12

広島県 重山　千恵 所属機関なし 第18回_2017/08/06

広島県 三村　優 福山市民病院 第19回_2018/02/18

広島県 新濱　伸江 市立三次中央病院 第19回_2018/02/18

広島県 見森　恵美 広島赤十字・原爆病院 第20回_2018/10/21

広島県 古山　陽子 所属機関なし 第21回_2019/02/17

広島県 波田　奈津子 日本鋼管福山病院 第21回_2019/02/17

広島県 白鷺　美妃 中電病院 第22回_2019/09/22

広島県 松野　早季 広島市立広島市民病院 第22回_2019/09/22

広島県 笹木　忍 広島大学病院 第23回_2020/02/16

広島県 中本　妙 社会福祉法人　正仁会 第24回_2021/09/25

広島県 中村　歩 医療法人　JR広島病院 第25回_2022/02/05

【山口県】指導者27名

山口県 佐々木　文子 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 2008/06/15

山口県 松尾　晶子 独立行政法人国立病院機構　山陽病院 2008/11/02

山口県 山本　知美 山口県立総合医療センター・看護部 2008/11/02

山口県 新井　美穂 岩国医療センター 第5回_2011/11/13

山口県 斉藤　千恵 国立病院機構山口宇部医療センター 第7回_2012/07/29

山口県 西藤　美恵子 独立行政法人国立病院機構　岩国医療センター 第8回_2013/02/24

山口県 下野　美奈 下関市立市民病院 第8回_2013/02/24

山口県 上本　かおり 光市立光総合病院 第10回_2013/11/17

山口県 和田　恵子 下関市立市民病院 第10回_2013/11/17

山口県 小野　芳子 山口赤十字病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

山口県 原　淳子 総合病院山口赤十字病院 第11回_2014/05/11

山口県 小川　佐知子 山口県立総合医療センター 第13回_2014/10/19

山口県 金子　美幸 綜合病院山口赤十字病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

山口県 宮内　貴子 山口大学医学部附属病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

山口県 河村　理恵 独立行政法人国立病院機構　岩国医療センター 2014年度国がん主催_2015/02/01

山口県 乙部　妙子 医療法人松涛会安岡病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

山口県 長倉　博絵 下関市立市民病院 第14回_2015/09/06

山口県 託見　佳代子 山陽小野田市民病院 第15回_2016/02/07

山口県 藤瀬　賀奈子 独立行政法人山口宇部医療センター 第15回_2016/02/07

山口県 松野　多希子 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院 第16回_2016/10/02

山口県 上田　佳奈 岩国医療センター 第18回_2017/08/06

山口県 野村　さやか 山口大学医学部附属病院 第18回_2017/08/06

山口県 木島　政代 関門医療センター 第21回_2019/02/17

山口県 乗安　里佳 山口大学医学部附属病院 第21回_2019/02/17

山口県 安永　陽子 光市立光総合病院 第21回_2019/02/17

山口県 入江　弘子 小野田赤十字病院 第22回_2019/09/22

山口県 正木　克美 国立病院機構　山口宇部医療センター 第23回_2020/02/16



四国地方：95名

都道府県 ご氏名 ご所属先 修了日

【徳島県】指導者22名

徳島県 福岡　早苗 徳島県立中央病院 2008/11/02

徳島県 今井　芳枝 徳島大学大学院医歯薬学研究部 第1回_2009/07/12

徳島県 松岡　由江 国立大学法人　徳島大学病院 第7回_2012/07/29

徳島県 浅野　博美 徳島県立三好病院 第10回_2013/11/17

徳島県 郡　利江 医療法人　むつみホスピタル 第11回_2014/05/11

徳島県 平井　順子 徳島県立中央病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

徳島県 岩井　久代 徳島市民病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

徳島県 宮生　仁美 徳島赤十字病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

徳島県 岩藤　のり子 医療法人　栄寿会　天満病院 第14回_2015/09/06

徳島県 町田　美佳 徳島赤十字病院 第14回_2015/09/06

徳島県 加藤　三貴 徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦校 第14回_2015/09/06

徳島県 畳家　佐代子 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 第15回_2016/02/07

徳島県 平田　理保 JA徳島厚生連　阿南医療センター 第16回_2016/10/02

徳島県 舘　美加 徳島厚生連　阿南医療センター 第17回_2017/02/12

徳島県 川原　葉子 徳島県立三好病院 第18回_2017/08/06

徳島県 中島　元美 徳島県立中央病院 第19回_2018/02/18

徳島県 林　真弓 徳島市民病院 第20回_2018/10/21

徳島県 榎本　葵 日本赤十字社　徳島赤十字病院 第21回_2019/02/17

徳島県 中島　忍 JA徳島厚生連阿南医療センター 第22回_2019/09/22

徳島県 後藤　由香 徳島大学病院 第22回_2019/09/22

徳島県 三木　幸代 徳島大学病院 第23回_2020/02/16

徳島県 森　美樹 鳴門病院 第23回_2020/02/16

【香川県】指導者25名

香川県 倉本　郁代 高松平和病院 2008/06/15

香川県 蔦　和子 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 2008/06/15

香川県 中岡　初枝 国立療養所大島青松園 2008/11/02

香川県 藤田　裕子 みんなの訪問看護ステーション 第1回_2009/07/12

香川県 本多　美枝 香川大学医学部附属病院 第2回_2009/11/22

香川県 清瀬　理恵 所属機関なし 第3回_2010/07/25

香川県 山本　亜紀 香川医療生活協同組合　高松平和病院 第4回_2011/05/22

香川県 白川　律子 三豊総合病院 第9回_2013/07/28

香川県 平林　光世 小豆島中央病院 第11回_2014/05/11

香川県 西山　美穂子 香川県立中央病院 第11回_2014/05/11

香川県 佐藤　愛子 学校法人　北杜学園 第13回_2014/10/19

香川県 池田　由美子 香川大学医学部附属病院 第13回_2014/10/19

香川県 矢野　沙織 所属機関なし 2014年度国がん主催_2015/02/01

香川県 酒井　智子 高松赤十字病院 第14回_2015/09/06

香川県 西山　千恵 三豊総合病院 第14回_2015/09/06

香川県 和田　阿佑美 三豊総合病院 第18回_2017/08/06

香川県 今出　政代 香川大学医学部附属病院 第19回_2018/02/18

香川県 大西　由佳里 三豊総合病院 第21回_2019/02/17

香川県 金生　睦子 香川労災病院 第22回_2019/09/22

香川県 安藤　智洋 高松赤十字病院 第22回_2019/09/22

香川県 谷　沙予 小豆島中央病院 第23回_2020/02/16

香川県 田井　陽子 日本赤十字社　高松赤十字病院 第23回_2020/02/16

香川県 小室　直子 四国医療専門学校 第24回_2021/09/25

香川県 藤森　紀江 香川県立中央病院 第25回_2022/02/05

香川県 松本　妥佳枝 高松平和病院 第25回_2022/02/05

【愛媛県】指導者28名

愛媛県 廣澤　光代 所属機関なし 第2回_2009/11/22

愛媛県 永井　さよこ 所属機関なし 第3回_2010/07/25

愛媛県 中田　裕子 松山赤十字病院 第4回_2011/05/22

愛媛県 菊内　由貴 四国がんセンター 第8回_2013/02/24

愛媛県 上杉　和美 医療法人聖愛会松山ベテル病院 第8回_2013/02/24

愛媛県 武田　千津 愛媛県立中央病院 第8回_2013/02/24

愛媛県 井上　幸子 市立宇和島病院 第9回_2013/07/28

愛媛県 塩見　美幸 愛媛大学医学部附属病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

愛媛県 加藤　三栄子 医療法人　住友別子病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

愛媛県 守谷　洋子 東城看護専門学校 2013年度国がん主催_2014/02/16

愛媛県 西　恵美 医療法人　東西会　千舟町クリニック 第12回_2014/07/13

愛媛県 佐伯　祐希子 松山赤十字病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

愛媛県 宮脇　聡子 四国がんセンター 2014年度国がん主催_2015/02/01

愛媛県 青木　清美 四国がんセンター 第14回_2015/09/06

愛媛県 林　靖子 松山赤十字病院 第15回_2016/02/07

愛媛県 猪川　康子 医療法人　愛寿会　西条愛寿会病院 第15回_2016/02/07

愛媛県 和田　かおり 済生会今治病院 第16回_2016/10/02

愛媛県 大塚　環 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 第18回_2017/08/06

愛媛県 藤井　恵子 住友別子病院 第18回_2017/08/06



愛媛県 加賀爪　美佳 社会福祉法人恩賜財団　済生会今治病院 第19回_2018/02/18

愛媛県 山本　智子 松山赤十字病院 第19回_2018/02/18

愛媛県 好光　千里 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 第23回_2020/02/16

愛媛県 越智　三紀子 社会福祉法人　恩賜財団　済生会今治病院　緩和ケア病棟 第23回_2020/02/16

愛媛県 西谷　恵 愛媛県立中央病院 第23回_2020/02/16

愛媛県 德田　登母子 済生会松山病院 第23回_2020/02/16

愛媛県 青野　仁美 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 第24回_2021/09/25

愛媛県 近藤　亜希子 市立宇和島病院 第25回_2022/02/05

愛媛県 中平　朱美 社会福祉法人恩賜財団　済生会松山病院 第25回_2022/02/05

【高知県】指導者20名

高知県 伊東　理砂 (医)山口会　高知厚生病院 2008/11/02

高知県 山西　亜紀子 高知学園短期大学 2008/11/02

高知県 窪内　真巳子 高知中央訪問看護ステーション 第5回_2011/11/13

高知県 岡本　充子 社会医療法人近森会　近森病院 第7回_2012/07/29

高知県 永野　江里子 高知赤十字病院 第10回_2013/11/17

高知県 弘末　美佐 高知大学医学部附属病院 第10回_2013/11/17

高知県 豊田　邦江 社会医療法人仁生会 細木病院 第10回_2013/11/17

高知県 西村　勇子 特定医療法人　久会　図南病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

高知県 浪上　静香 医療法人五月会　須崎くろしお病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

高知県 井田　理恵 高知厚生病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

高知県 奥宮　仁美 特定医療法人久会図南病院 第16回_2016/10/02

高知県 佐竹　枝美 図南病院 第17回_2017/02/12

高知県 田尻　信子 所属機関なし 第17回_2017/02/12

高知県 明神　友紀 高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター 第17回_2017/02/12

高知県 濵田　多得 日本赤十字社高知赤十字病院 第19回_2018/02/18

高知県 北添　可奈子 高知医療センター 第20回_2018/10/21

高知県 竹田　日記 高知県立あき総合病院 第21回_2019/02/17

高知県 有田　直子 高知県立大学 第21回_2019/02/17

高知県 野瀬　智代 高知医療センター 第23回_2020/02/16

高知県 門田　麻里 高知大学医学部附属病院 第24回_2021/09/25

九州地方：281名

都道府県 ご氏名 ご所属先 修了日

【福岡県】指導者93名

福岡県 太郎良　純香 北九州市立医療センター 2008/06/15

福岡県 青木　富美江 久留米大学 第1回_2009/07/12

福岡県 安部　陽子 九州中央病院 第1回_2009/07/12

福岡県 坂本　節子 九州大学病院 第2回_2009/11/22

福岡県 楠葉　洋子 国際医療福祉大学福岡看護学部 第2回_2009/11/22

福岡県 廣瀬　理絵 公立大学法人　福岡県立大学 第2回_2009/11/22

福岡県 安永　浩子 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 第2回_2009/11/22

福岡県 小野　幸代 訪問看護ステーションつばさ 第2回_2009/11/22

福岡県 江口　敦美 所属機関なし 第2回_2009/11/22

福岡県 三好　典子 九州厚生年金病院 第3回_2010/07/25

福岡県 近藤　恵子 JCHO九州病院(旧:九州厚生年金病院) 第3回_2010/07/25

福岡県 石橋　あかね 長田病院 第4回_2011/05/22

福岡県 髙生加　文枝 村上華林堂病院 第4回_2011/05/22

福岡県 野口　玉枝 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 第5回_2011/11/13

福岡県 中尾　亜紀子 医療法人敬天会　武田病院 第5回_2011/11/13

福岡県 松尾　光代 久留米大学病院 第5回_2011/11/13

福岡県 辻　恵子 所属機関なし 第5回_2011/11/13

福岡県 白石　麻由美 所属機関なし 第5回_2011/11/13

福岡県 塗木　京子 久留米大学病院 第6回_2012/05/20

福岡県 進藤　美舟 JCHO九州病院 第6回_2012/05/20

福岡県 江崎　宣子 医療法人　清和会　長田病院 第6回_2012/05/20

福岡県 山川　文子 三丁目の花や訪問看護訪問看護ステーション 第6回_2012/05/20

福岡県 桑幡　智弘 社会医療法人栄光会　栄光病院 第6回_2012/05/20

福岡県 後山　奈弓 所属機関なし 第6回_2012/05/20

福岡県 岡　万里 医療法人　清和会　長田病院 第7回_2012/07/29

福岡県 甲斐　祭生 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター 第7回_2012/07/29

福岡県 藤井　美砂 済生会福岡総合病院 第7回_2012/07/29

福岡県 岩橋　千代 所属機関なし 第7回_2012/07/29

福岡県 乗越　千枝 日本赤十字九州国際看護大学 第8回_2013/02/24

福岡県 小林　裕美 日本赤十字九州国際看護大学 第8回_2013/02/24

福岡県 土谷　美智子 九州大学病院 第9回_2013/07/28

福岡県 福島　由紀 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 第9回_2013/07/28

福岡県 副枝　恵美 久留米大学病院 第9回_2013/07/28

福岡県 梶原　真由美 一般社団法人久留米医師会 第10回_2013/11/17

福岡県 原　美穂 久留米大学認定看護師教育センター 第10回_2013/11/17

福岡県 元嶋　のぞみ 地方独立行政法人　芦屋中央病院 第10回_2013/11/17

福岡県 尾形　由貴子 聖マリア病院 2013年度国がん主催_2014/02/16



福岡県 田中　綾子 所属機関なし 2013年度国がん主催_2014/02/16

福岡県 植木　昭代 社会医療法人喜悦会　那珂川病院 第11回_2014/05/11

福岡県 浜谷　千枝子 白十字病院 第11回_2014/05/11

福岡県 村上　美樹 久留米大学病院 第11回_2014/05/11

福岡県 梅木　倫子 医療法人嶋田病院 第11回_2014/05/11

福岡県 原武　麻里 九州大学病院 第11回_2014/05/11

福岡県 首藤　麻里 社会医療法人　製鉄記念八幡病院 第12回_2014/07/13

福岡県 古賀　さとみ 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 第12回_2014/07/13

福岡県 田口　直美 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 第12回_2014/07/13

福岡県 餘永　真奈美 財団法人平成紫川会　小倉記念病院 第12回_2014/07/13

福岡県 丹藤　真弓 久留米大学医療センター 第12回_2014/07/13

福岡県 野崎　仁美 木村病院 第13回_2014/10/19

福岡県 奥村　淳子 社団法人　福岡医療団　たたらリハビリテーション病院 第13回_2014/10/19

福岡県 廣川　優子 医療法人財団華林会　村上華林堂病院 第13回_2014/10/19

福岡県 西村　知子 久留米大学病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

福岡県 神信　美砂 社会医療法人 栄光会 栄光病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

福岡県 波多野　智子 社会医療法人　栄光会　栄光病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

福岡県 末松　しのぶ 社会医療法人喜悦会　那珂川病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

福岡県 宇戸　智子 糸島医師会病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

福岡県 岡田　修勢 公立八女総合病院企業団　みどりの杜病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

福岡県 宮尾　和代 社会医療法人　社団至誠会　木村病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

福岡県 白川　美弥子 医療法人　矢津内科消化器科クリニック 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

福岡県 梅野　理加 社会医療法人栄光会　栄光病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

福岡県 栗田　睦美 北九州市立医療センター 第14回_2015/09/06

福岡県 菊田　美穂 国家公務員共済組合　浜の町病院 第14回_2015/09/06

福岡県 小坂　美那 共愛会　戸畑リハビリテーション病院 第14回_2015/09/06

福岡県 倉岡　佑圭 独立行政法人　国立病院機構　大牟田病院 第15回_2016/02/07

福岡県 尾﨑　昌子 済生会飯塚嘉穂病院 第15回_2016/02/07

福岡県 秋月　真由美 所属機関なし 第16回_2016/10/02

福岡県 緒方　幸恵 幸の聖母会　聖マリア病院 第16回_2016/10/02

福岡県 河野　えり 遠賀中間医師会　おんが病院 第16回_2016/10/02

福岡県 山﨑　宏美 久留米中央病院 第17回_2017/02/12

福岡県 大石　知恵子 雪の聖母会聖マリア病院 第17回_2017/02/12

福岡県 德永　浩子 公立学校共済組合　九州中央病院 第17回_2017/02/12

福岡県 長谷部　真琴 医療法人社団シマダ嶋田病院 第17回_2017/02/12

福岡県 土谷　映子 プラチナ訪問看護ステーション 第18回_2017/08/06

福岡県 廣瀬　亜由美 九州大学病院 第18回_2017/08/06

福岡県 熊谷　知子 九州大学病院 第18回_2017/08/06

福岡県 藤岡　利恵子 所属機関なし 第18回_2017/08/06

福岡県 雨森　優子 社会医療法人栄光会栄光病院 第18回_2017/08/06

福岡県 楠　直子 公立八女総合病院企業団　みどりの杜病院 第18回_2017/08/06

福岡県 溝上　千代美 一般社団法人　朝倉医師会病院 第18回_2017/08/06

福岡県 三宅　ひとみ 九州中央病院 第19回_2018/02/18

福岡県 桑野　沙紀 久留米大学病院 第19回_2018/02/18

福岡県 島本　佳代子 医療法人AGIH　秋本病院 第19回_2018/02/18

福岡県 世利　佐知子 国家公務員共済組合連合会　千早病院 第20回_2018/10/21

福岡県 出口　智子 社会医療法人喜悦会那珂川病院 第20回_2018/10/21

福岡県 難波　世利子 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 第20回_2018/10/21

福岡県 結城　千賀 医療法人社団豊泉会まどか訪問看護ステーション 第21回_2019/02/17

福岡県 道畑　早苗 福岡県社会保険医療協会　社会保険稲築病院 第23回_2020/02/16

福岡県 新川　恵美 医療法人　　聖峰会　田主丸中央病院 第24回_2021/09/25

福岡県 三舩　瑠美 たたらリハビリテーション病院 第24回_2021/09/25

福岡県 髙村　知美 医療法人社団　江頭会　さくら病院 第24回_2021/09/25

福岡県 古賀　志保 雪の聖母会聖マリア病院 第25回_2022/02/05

福岡県 石川　千香恵 福岡市民病院 第25回_2022/02/05

福岡県 加藤　多樹郎 独立行政法人　地域医療機能推進機構　九州病院 第25回_2022/02/05

【佐賀県】指導者15名

佐賀県 古賀　明美 佐賀大学 2008/06/15

佐賀県 吉岡　めぐみ 佐賀大学医学部附属病院 第4回_2011/05/22

佐賀県 矢ヶ部　美佳 所属機関なし 第4回_2011/05/22

佐賀県 日浦　あつ子 所属機関なし 第8回_2013/02/24

佐賀県 上野　幸子 佐賀県看護協会訪問看護ステーション 第8回_2013/02/24

佐賀県 牧原　りつ子 日本赤十字社　唐津赤十字病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

佐賀県 成清　優子 医療法人至誠会　なゆたの森病院 第12回_2014/07/13

佐賀県 市川　瞳 所属機関なし 2014年度国がん主催_2015/02/01

佐賀県 勝山　つるえ 医療法人松籟会 河畔病院 第15回_2016/02/07

佐賀県 野中　由美 佐賀大学医学部附属病院 第16回_2016/10/02

佐賀県 森　直美 佐賀県医療センター好生館 第17回_2017/02/12

佐賀県 正木　晶子 医療法人　光仁会　西田病院 第18回_2017/08/06

佐賀県 吉井　朋代 社会医療法人祐愛会　訪問看護ステーションゆうあい 第23回_2020/02/16

佐賀県 森　歩 看護相談室　はぐくみの森 第24回_2021/09/25



佐賀県 藤森　静香 佐賀県医療センター好生館 第25回_2022/02/05

【長崎県】指導者32名

長崎県 有森　葉子 訪問看護リハビリステーションエール 2008/06/15

長崎県 池田　津奈子 長崎大学病院 2008/06/15

長崎県 大嶋　知加子 所属機関なし 2008/06/15

長崎県 大町　いづみ 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 第1回_2009/07/12

長崎県 濱口　幸人 佐世保市立総合病院 第3回_2010/07/25

長崎県 福田　富滋余 社会医療法人白十字会　佐世保中央病院 第3回_2010/07/25

長崎県 原　千加子 宗教法人 聖フランシスコ病院 第5回_2011/11/13

長崎県 高田　寿美子 重工記念長崎病院 第6回_2012/05/20

長崎県 石橋　亜矢 長崎国際大学 第6回_2012/05/20

長崎県 石丸　美幸 独立行政法人　国立病院機構　長崎医療センター 第6回_2012/05/20

長崎県 桃田　美智 佐世保中央病院 第7回_2012/07/29

長崎県 益冨　美津代 聖フランシスコ病院 第8回_2013/02/24

長崎県 荒山　美咲 佐世保市立総合病院 第8回_2013/02/24

長崎県 中嶋　由紀子 社会医療法人　春回会　出島病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

長崎県 市川　めぐみ 長崎県島原病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

長崎県 前川　妃史 独立行政法人労働者安全機構　長崎労災病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

長崎県 増田　弓華子 聖フランシスコ病院 第12回_2014/07/13

長崎県 松尾　久美 長崎大学病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

長崎県 明島　一代 聖フランシスコ病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

長崎県 清水　里加 医療法人仁寿会　南野病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

長崎県 松尾　佳夏子 独立行政法人　地域医療推進機構　諫早総合病院 第16回_2016/10/02

長崎県 山口　麻紀 日本赤十字社　長崎原爆諫早病院 第17回_2017/02/12

長崎県 石川　美智 活水女子大学看護学部看護学科 第18回_2017/08/06

長崎県 松尾　みわ 南島原市社会福祉協議会 第19回_2018/02/18

長崎県 古田　美津子 社会医療法人春回会　出島病院 第20回_2018/10/21

長崎県 松尾　未永子 医療法人　和仁会　和仁会病院 第20回_2018/10/21

長崎県 貞方　初美 アリビアール合同会社 第21回_2019/02/17

長崎県 辻　麻由美 長崎大学 第22回_2019/09/22

長崎県 草野　友美 日本赤十字社長崎原爆病院 第23回_2020/02/16

長崎県 根〆　詩織 長崎みなとメディカルセンター 第23回_2020/02/16

長崎県 寺尾　敦 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 第24回_2021/09/25

長崎県 松尾　愛 公立小浜温泉病院 第25回_2022/02/05

【熊本県】指導者44名

熊本県 内田　新 熊本大学医学部附属病院 2008/06/15

熊本県 高野　いづみ 熊本大学医学部附属病院 2008/06/15

熊本県 小嶋　紀子 所属機関なし 2008/06/15

熊本県 松本　和美 熊本赤十字病院 第1回_2009/07/12

熊本県 中田　千恵子 済生会熊本病院 第3回_2010/07/25

熊本県 上野　明美 所属機関なし 第4回_2011/05/22

熊本県 櫁柑　富貴子 熊本大学 第5回_2011/11/13

熊本県 岩井　幸 萬生会熊本第一病院 第6回_2012/05/20

熊本県 樋口　有紀 熊本大学大学院生命科学研究部 第6回_2012/05/20

熊本県 村上　美香 山鹿市民医療センター 第6回_2012/05/20

熊本県 濱崎　英美 一般社団法人ひたむき 第7回_2012/07/29

熊本県 松山　美保 荒尾市民病院 第7回_2012/07/29

熊本県 モーエン　智子 熊本赤十字病院 第7回_2012/07/29

熊本県 坂口　清美 社会福祉法人恩賜財団熊本県支部済生会熊本病院 第8回_2013/02/24

熊本県 尾上　千枝 済生会熊本病院 第8回_2013/02/24

熊本県 山本　由美子 聖嬰会イエズスの聖心病院 第8回_2013/02/24

熊本県 森田　直子 桜十字熊本東病院 第10回_2013/11/17

熊本県 井　久美 医療法人坂梨会　阿蘇温泉病院 第10回_2013/11/17

熊本県 長嶋　由美 天草地域医療センター 第10回_2013/11/17

熊本県 石坂　暁子 熊本大学病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

熊本県 寺内　智子 イエズスの聖心病院 第12回_2014/07/13

熊本県 福田　祐子 一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター 第13回_2014/10/19

熊本県 方尾　志津 熊本医療センター 2014年度国がん主催_2015/02/01

熊本県 松下　美佐子 済生会みすみ病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

熊本県 井上　満帆 医療法人博光会　御幸病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

熊本県 安達　美樹 熊本大学病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

熊本県 田中　夏江 鶴田病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

熊本県 田代　美保 社会福祉法人 聖嬰会 イエズスの聖心病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

熊本県 川附　香里 特定医療法人　萬生会　合志第一病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

熊本県 宮内　真奈美 医療法人社団大浦会メディカルケアセンターファイン緩和ケア病棟 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

熊本県 大友　はるみ 済生会みすみ病院 第14回_2015/09/06

熊本県 森　晴子 所属機関なし 第14回_2015/09/06

熊本県 久保田　良美 独立行政法人地域医療推進機構人吉医療センター 第15回_2016/02/07

熊本県 大塚　美里 国立病院機構　熊本医療センター 第16回_2016/10/02

熊本県 水田　綾子 医療法人創起会 くまもと森都総合病院 第17回_2017/02/12

熊本県 相川　りえ 社会医療法人社団高野会　大腸肛門病センター高野病院 第18回_2017/08/06



熊本県 松岡　サヨコ 医療法人社団鶴友会　鶴田病院 第19回_2018/02/18

熊本県 西　真紗美 熊本再春医療センター 第20回_2018/10/21

熊本県 迫口　かおり 桜十字病院 第20回_2018/10/21

熊本県 飯山　有紀 熊本保健科学大学　キャリア教育研修センター認定看護師教育課程 第20回_2018/10/21

熊本県 緒方　みか 熊本市立熊本市民病院 第21回_2019/02/17

熊本県 中村　園美 国民健康保険　和水町立病院 第22回_2019/09/22

熊本県 堤　康晴 社会医療法人潤心会　熊本セントラル病院 第23回_2020/02/16

熊本県 竹崎　薫 八代北部地域センター 第23回_2020/02/16

【大分県】指導者24名

大分県 岸本　江未 新生会　　　高田中央病院 第1回_2009/07/12

大分県 寺町　芳子 大分大学　医学部 第3回_2010/07/25

大分県 尾立　和美 大分赤十字病院 第3回_2010/07/25

大分県 佐野　あゆみ 所属機関なし 第3回_2010/07/25

大分県 江上　雅代 独立行政法人国立病院機構　別府医療センター 第4回_2011/05/22

大分県 竹村　陽子 大分赤十字病院 第4回_2011/05/22

大分県 中村　麻美 大分赤十字病院 第5回_2011/11/13

大分県 堺　千代 大分ゆふみ病院 第5回_2011/11/13

大分県 赤峰　伴子 独立行政法人国立病院機構　西別府病院 第6回_2012/05/20

大分県 安藤　和子 介護センターふれあい　訪問看護ステーション 第9回_2013/07/28

大分県 長野　祥子 大分市医師会立 アルメイダ病院 第10回_2013/11/17

大分県 小畑　絹代 大分県立病院 第10回_2013/11/17

大分県 大野　夏稀 大分県厚生連鶴見病院 第10回_2013/11/17

大分県 水野　佳代 大分県厚生連鶴見病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

大分県 畑中　明子 大分大学医学部附属病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

大分県 川野　京子 大分県立病院 2013年度国がん主催_2014/02/16

大分県 竹山　美穂 所属機関なし 第12回_2014/07/13

大分県 東田　直子 大分県立病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

大分県 下部　佳美 大分大学医学部附属病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

大分県 戸高　真由美 医療法人大分記念病院 第15回_2016/02/07

大分県 足刈　真由子 大分県済生会日田病院 第18回_2017/08/06

大分県 菅原　真由美 大分県立病院 第19回_2018/02/18

大分県 佐藤　千鶴 大分大学医学部附属病院 第20回_2018/10/21

大分県 小林　理絵 社会医療法人天心堂へつぎ病院 第22回_2019/09/22

【宮崎県】指導者24名

宮崎県 山路　真由美 宮崎市郡医師会病院 2008/06/15

宮崎県 黒木　孝子 所属機関なし 2008/06/15

宮崎県 岩切　幸子 所属機関なし 第1回_2009/07/12

宮崎県 久保田　優子 三州訪問看護ステーションもも 第5回_2011/11/13

宮崎県 藤山　美穂 宮崎大学医学部附属病院 第7回_2012/07/29

宮崎県 松田　智子 所属機関なし 第7回_2012/07/29

宮崎県 日髙　麻希 宮崎大学医学部附属病院 第8回_2013/02/24

宮崎県 小柳　優美子 所属機関なし 第9回_2013/07/28

宮崎県 小澤　征爾 平田東九州病院 第10回_2013/11/17

宮崎県 藤井　和実 県立宮崎病院 第11回_2014/05/11

宮崎県 綾　かおり 所属機関なし 第13回_2014/10/19

宮崎県 吉田　希美 宮崎県立延岡病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

宮崎県 高須　順子 宮崎善仁会病院 第14回_2015/09/06

宮崎県 木内　美恵 都城市郡医師会病院 第14回_2015/09/06

宮崎県 田中　香織 潤和会記念病院 第16回_2016/10/02

宮崎県 西村　亜希 宮崎大学医学部附属病院 第17回_2017/02/12

宮崎県 横井　いずみ 宮崎県立宮崎病院 第17回_2017/02/12

宮崎県 新坂　ともみ 宮崎大学医学部附属病院 第18回_2017/08/06

宮崎県 大平落　里美 小林市立病院 第18回_2017/08/06

宮崎県 竹下　智美 医療法人倫生会　三州病院 第19回_2018/02/18

宮崎県 中村　久美 訪問看護ステーションなでしこ3号館 第19回_2018/02/18

宮崎県 吉本　絵美 医療法人社団善仁会　宮崎善仁会病院 第20回_2018/10/21

宮崎県 児玉　さとみ 小林市立病院 第22回_2019/09/22

宮崎県 土日　ルリ子 社会医療法人　同心会　古賀総合病院 第25回_2022/02/05

【鹿児島県】指導者49名

鹿児島県 松元　和代 霧島市立医師会医療センター 2008/06/15

鹿児島県 清水　佐智子 鹿児島大学医学部 第1回_2009/07/12

鹿児島県 小湊　博美 鹿児島純心女子大学 第3回_2010/07/25

鹿児島県 江口　惠子 社会医療法人博愛会相良病院 第3回_2010/07/25

鹿児島県 落合　美智子 鹿児島大学病院 第3回_2010/07/25

鹿児島県 塩満　多華子 鹿児島市立病院 第3回_2010/07/25

鹿児島県 巻木　ゆかり 所属機関なし 第3回_2010/07/25

鹿児島県 西田　伊豆美 鹿児島厚生連病院 第4回_2011/05/22

鹿児島県 井上　美奈子 所属機関なし 第4回_2011/05/22

鹿児島県 園田　麻利子 鹿児島純心女子大学 第6回_2012/05/20

鹿児島県 前田　亜希子 所属機関なし 第6回_2012/05/20

鹿児島県 堤　由美子 所属機関なし 第7回_2012/07/29



鹿児島県 上村　直美 独立行政法人国立病院機構　南九州病院 第8回_2013/02/24

鹿児島県 米丸　順子 さくら訪問看護ステーション 第8回_2013/02/24

鹿児島県 西　里佳 社会医療法人博愛会相良病院 第8回_2013/02/24

鹿児島県 勇　祐子 所属機関なし 第9回_2013/07/28

鹿児島県 奥間　かおり 独立行政法人国立病院機構南九州病院 第10回_2013/11/17

鹿児島県 西小野　美咲 県民健康プラザ鹿屋医療センター 2013年度国がん主催_2014/02/16

鹿児島県 上原　美紀 独立行政法人国立病院機構　南九州病院 第11回_2014/05/11

鹿児島県 吉本　理加 所属機関なし 第11回_2014/05/11

鹿児島県 南　美和子 鹿児島県立薩南病院 第13回_2014/10/19

鹿児島県 岩坪　笑 鹿児島大学病院 第13回_2014/10/19

鹿児島県 野口　久美子 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センタ 2014年度国がん主催_2015/02/01

鹿児島県 田畑　真由美 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

鹿児島県 坂口　智子 鹿児島県立薩南病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

鹿児島県 鐘撞　都子 鹿児島県立薩南病院 2014年度国がん主催_2015/02/01

鹿児島県 小園　智子 出水郡医師会立　広域医療センター 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

鹿児島県 中窪　尊子 公益財団法人　慈愛会　今村病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

鹿児島県 山之内　夕子 国立病院機構　南九州病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

鹿児島県 下津　裕子 所属機関なし 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

鹿児島県 坂口　由紀子 社会医療法人博愛会相良病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

鹿児島県 永田　真琴 医療法人恒心会　訪問看護ステーション　ことぶき 第14回_2015/09/06

鹿児島県 中村　友子 鹿児島県県民健康プラザ鹿屋医療センター 第15回_2016/02/07

鹿児島県 内山　満喜子 鹿児島市医師会病院 第15回_2016/02/07

鹿児島県 長瀧　恵 今村総合病院 第16回_2016/10/02

鹿児島県 神﨑　美保子 公益財団法人　慈愛会　今村病院分院 第16回_2016/10/02

鹿児島県 久保　邦子 独立行政法人国立病院機構南九州病院 第17回_2017/02/12

鹿児島県 大迫　浩子 鹿児島市立病院 第17回_2017/02/12

鹿児島県 吉田　美佐登 鹿児島市医師会病院 第18回_2017/08/06

鹿児島県 中屋　真由美 鹿児島県立大島病院 第20回_2018/10/21

鹿児島県 榊　美紀 県民健康プラザ鹿屋医療センター 第21回_2019/02/17

鹿児島県 松枝　文子 社会医療法人　博愛会　相良病院 第22回_2019/09/22

鹿児島県 薗田　智代 鹿児島市立病院 第23回_2020/02/16

鹿児島県 小林　聖子 霧島市立医師会医療センター 第23回_2020/02/16

鹿児島県 岩山　友紀 公益社団法人昭和会　いまきいれ総合病院 第24回_2021/09/25

鹿児島県 有島　みつる 社会医療法人博愛会相良病院 第24回_2021/09/25

鹿児島県 元田　陽子 鹿児島県立大島病院 第24回_2021/09/25

鹿児島県 岩坪　貴寛 鹿児島市立病院 第24回_2021/09/25

鹿児島県 新垣　るみ 社会医療法人博愛会　相良病院 第25回_2022/02/05

沖縄地方：23名

都道府県 ご氏名 ご所属先 修了日

【沖縄県】指導者23名

沖縄県 砂川　洋子 所属機関なし 第1回_2009/07/12

沖縄県 中森　えり 地方独立行政法人　那覇市立病院 第1回_2009/07/12

沖縄県 金城　恵 沖縄赤十字病院 第2回_2009/11/22

沖縄県 屋良　尚美 沖縄県立中部病院 第2回_2009/11/22

沖縄県 棚原　陽子 琉球大学医学部附属病院 第3回_2010/07/25

沖縄県 照屋　典子 琉球大学医学部保健学科 第3回_2010/07/25

沖縄県 金城　ユカリ 社会医療法人敬愛会　中頭病院 第4回_2011/05/22

沖縄県 高江洲　さくら 所属機関なし 第12回_2014/07/13

沖縄県 小橋川　初美 県立南部病院 2014年度HPCJ 主催_2015/02/15

沖縄県 山内　美咲 社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院 第14回_2015/09/06

沖縄県 魚住　智絵 所属機関なし 第14回_2015/09/06

沖縄県 屋比久　倫子 沖縄県立八重山病院 第15回_2016/02/07

沖縄県 兼次　美恵子 所属機関なし 第15回_2016/02/07

沖縄県 又吉　綾乃 日本赤十字社　沖縄赤十字病院 第16回_2016/10/02

沖縄県 土井　晴代 独立行政法人国立病院機構 沖縄病院 第17回_2017/02/12

沖縄県 多和田　慎子 琉球大学医学部附属病院 第19回_2018/02/18

沖縄県 川崎　涼子 医療法人月桃会　宮良クリニック 第20回_2018/10/21

沖縄県 山城　美香 沖縄協同病院 第20回_2018/10/21

沖縄県 玉寄　菜穂 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院 第20回_2018/10/21

沖縄県 島袋　百代 沖縄県立南部医療センターこども医療センタ 第21回_2019/02/17

沖縄県 儀間　真美 おもろまちメデイカルセンター 第22回_2019/09/22

沖縄県 渡辺　綾乃 社会医療法人　敬愛会　中頭病院 第25回_2022/02/05

沖縄県 伊佐　美幸 社労士医療法人　葦の会　シャロンクリニック 第25回_2022/02/05


