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1 TN1506 樫村貴之 ｶｼﾑﾗ　ﾀｶﾕｷ 茨城県立中央病院（茨城） 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 1

2 TN1513 小松洋子 ｺﾏﾂ　ﾖｳｺ 那須南病院（栃木） 創部ドレーン管理関連 1

3 TN1517 埇田　真彰 ｿﾈﾀﾞ　ﾏｻｱｷ 太田記念病院（群馬）
栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中心静脈注射用カ
テーテル管理）関連

1

4 TN1523 藤川ひづる ﾌｼﾞｶﾜ　ﾋﾂﾞﾙ
益田地域医療ｾﾝﾀｰ医師会病院（島
根）

創傷管理関連、精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 2

5 TN1524 古澤佳枝 ﾌﾙｻﾜ　ﾖｼｴ 新小山市民病院（栃木）
栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテーテル管理）関連、
胸腔ドレーン管理関連

2

6 TN1526 増山めぐみ ﾏｼﾔﾏ　ﾒｸﾞﾐ
わくわく訪問看護ステーションおやま
（栃木）

ろう孔管理関連、呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 2

7 TN1527 村松真吾 ﾑﾗﾏﾂ　ｼﾝｺﾞ かがやき訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ（群馬）
胸腔ドレーン管理関連、循環器関連、循環動態に係る薬剤投
与関連、呼吸器（気道確保に係るもの）関連、呼吸器（人工呼
吸療法に係るもの）関連

5

8 TN41602 菅原　明美 ｽｶﾞﾜﾗ　ｱｹﾐ 公立置賜総合病院（山形） 創傷管理関連 1

9 TN41608 伊藤　めぐみ ｲﾄｳ　ﾒｸﾞﾐ 米沢市立病院（山形） 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 1

10 TN41616 野中　真紀子 ﾉﾅｶ　ﾏｷｺ 上五島病院（長崎） 循環器関連 1

11 TN1515 佐々木　あかね ｻｻｷ　ｱｶﾈ ぷりけあ訪問看護ステーション（宮城） 創傷管理関連、ろう孔管理関連 2

12 TN41620 長谷部　明子 ﾊｾﾍﾞ　ｱｷｺ 芳賀赤十字病院（栃木）
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連、血糖コントロールに
係る薬剤投与関連、透析管理関連

3

13 TN41625 生明　直子 ｱｻﾞﾐ　ﾅｵｺ 自治医科大学附属病院（栃木）
呼吸器（気道確保に係るもの）関連、精神及び神経症状に係
る薬剤投与関連

2

14 TN41626 山越　裕美 ﾔﾏｺｼ　ﾋﾛﾐ 自治医科大学附属病院（栃木） 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 1

15 TN41630 菊地　美保子 ｷｸﾁ　ﾐﾎｺ 自治医科大学附属病院（栃木） 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連、創傷管理関連 2

16 TN01601 杉田　冨美子 ｽｷﾞﾀ　ﾌﾐｺ
JAかみつが厚生連上都賀総合病院
（栃木）

呼吸器（気道確保に係るもの）関連、呼吸器（人工呼吸療法
に係るもの）関連、透析管理関連、動脈血液ガス分析関連

4

17 TN01602 山田　理絵 ﾔﾏﾀﾞ　ﾘｴ 医療法人思誠会　渡辺病院（岡山）
動脈血液ガス分析関連、感染に係る薬剤投与関連、循環動
態に係る薬剤投与関連

3

18 TN01604 釜井　梢 ｶﾏｲ　ｺｽﾞｴ 那須赤十字病院（栃木）
呼吸器（気道確保に係るもの）関連、呼吸器（人工呼吸療法
に係るもの）関連、動脈血液ガス分析関連、栄養及び水分管
理に係る薬剤投与関連

4

19 TN01605 八木　仁美 ﾔｷﾞ　ﾋﾄﾐ 茨城県立中央病院（茨城）
呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連、動脈血液ガス分析
関連

2

20 TN01607 村松　武明 ﾑﾗﾏﾂ　ﾀｹｱｷ 総合病院　聖隷三方原病院（静岡）
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連、動脈血液ガス分析
関連

2

21 TN01608 川又　宣夫 ｶﾜﾏﾀ　ﾉﾘｵ 茨城県立中央病院（茨城） 腹腔ドレーン管理関連、動脈血液ガス分析関連 2

22 TN01609 吉澤　直 ﾖｼｻﾞﾜ　ﾅｵ 茨城県立中央病院（茨城）
栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中心静脈注射用カ
テーテル管理）関連、呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連

2

23 TN01611 金澤　弘子 ｶﾅｻﾞﾜ　ﾋﾛｺ 訪問看護ステーション愛美園（茨城） 創傷管理関連 1

24 TN01612 穴繁　英雄 ｱﾅｼｹﾞ　ﾋﾃﾞｵ 九州労災病院（福岡）
動脈血液ガス分析関連、呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）
関連、栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

3

25 TN01613 川地　成樹 ｶﾜﾁ　ﾅﾙｷ 岐阜中央病院（岐阜）
呼吸器（気道確保に係るもの）関連、呼吸器（人工呼吸療法
に係るもの）関連、呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連、
動脈血液ガス分析関連

4

26 TN01614 原　朋子 ﾊﾗ　ﾄﾓｺ さいたま市立病院（埼玉） 皮膚損傷に係る薬剤投与関連 1

27 TN01615 岩本　雅俊 ｲﾜﾓﾄ　ﾏｻﾄｼ 新古賀病院（福岡）
呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連、循環器関連、栄養
に係るカテーテル管理（中心静脈カテーテル管理）関連、動脈
血液ガス分析関連、循環動態に係る薬剤投与関連

5

28 TN01616 浦山　佳代 ｳﾗﾔﾏ　ｶﾖ 吉川内科医院（東京都） 創傷管理関連 1

29 TN01617 中ノ上　ともみ ﾅｶﾉｳｴ　ﾄﾓﾐ 水俣市立総合医療センター（熊本）
動脈血液ガス分析関連、呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）
関連、栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

3

30 TN01618 寺門　裕子 ﾃﾗｶﾄﾞ　ﾕｳｺ 新小山市民病院（栃木）
皮膚損傷に係る薬剤投与関連、栄養及び水分管理に係る薬
剤投与関連

2

31 TN01619 武正　智宏 ﾀｹﾏｻ　ﾄﾓﾋﾛ 新小山市民病院（栃木） 循環器関連、循環動態に係る薬剤投与関連 2

32 TN01620 深野　利恵子 ﾌｶﾉ　ﾘｴｺ 附属さいたま医療センター（埼玉） 創傷管理関連 1

33 TN01621 小室　るみ ｺﾑﾛ　ﾙﾐ 自治医科大学附属病院（栃木） 創傷管理関連 1

34 TN01622 軽部　真粧美 ｶﾙﾍﾞ　ﾏｻﾐ 自治医科大学附属病院（栃木） 創部ドレーン管理関連 1

35 TN01623 石田　優己 ｲｼﾀﾞ　ﾕﾐ 自治医科大学附属病院（栃木） 創傷管理関連、血糖コントロールに係る薬剤投与関連 2

36 TN01624 齋藤　由香里 ｻｲﾄｳ　ﾕｶﾘ 自治医科大学附属病院（栃木）
栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテーテル管理）関連、
呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連、栄養に係るカテーテ
ル管理（末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理）関連

3

37 TN01626 天谷　麻希子 ｱﾏｶﾞｲ　ﾏｷｺ 自治医科大学附属病院（栃木） 呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 1

38 TN01627 飯塚　由佳 ｲｲﾂﾞｶ　ﾕｶ 自治医科大学附属病院（栃木） 創傷管理関連 1

39 TN01628 山寺　賢 ﾔﾏﾃﾞﾗ　ｻﾄｼ 那須南病院（栃木） 透析管理関連、感染に係る薬剤投与関連 2

40 TN01629 土田　絵美 ﾂﾁﾀﾞ　ｴﾐ 新小山市民病院（栃木） 創傷管理関連、ろう孔管理関連 2

41 TN01630 村松　由布子 ﾑﾗﾏﾂ　ﾕｳｺ 新小山市民病院（栃木）
栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテーテル管理）関連、
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連、栄養に係るカテー
テル管理（末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理）

3
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