
第4期　特定行為研修修了認定者一覧(平成30年3月23日）

Ｎ0 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属施設
＊ 修了研修

修了
区分数

1 平越　紀美代 ﾋﾗｺｼ ｷﾐﾖ 新潟白根総合病院（新潟）
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

2 勝部　猛彦 ｶﾂﾍﾞ ﾀｹﾋｺ 特別養護老人ホームりんどうの里（兵庫） 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 1

3 伊藤　めぐみ ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 米沢市立病院（山形）
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

2

4 梶本　聡 ｶｼﾞﾓﾄ ｻﾄｼ 岐阜市民病院（岐阜） 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 1

5 高原　文香 ﾀｶﾊﾗ ｱﾔｶ 高根診療所（岐阜） 創傷管理関連 1

6 木工　達也 ﾓｯｺｳ ﾀﾂﾔ どこでも訪問看護ステーション（栃木） 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 1

7 山越　裕美 ﾔﾏｺｼ ﾋﾛﾐ 自治医科大学病院（栃木） ろう孔管理関連、創傷管理関連 2

8 八木　仁美 ﾔｷﾞ ﾋﾄﾐ 茨城県立中央病院（茨城） 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 1

9 川又　宣夫 ｶﾜﾏﾀ ﾉﾘｵ 茨城県立中央病院（茨城）
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、
感染に係る薬剤投与関連

2

10 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（中心静脈カテーテル管理）関連、
動脈血液ガス分析関連

2

11 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） ろう孔管理関連 1

12 小室　るみ ｺﾑﾛ ﾙﾐ 自治医科大学病院（栃木） 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 1

13 石田　優己 ｲｼﾀﾞ ﾕﾐ 自治医科大学病院（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、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

14 山寺　賢 ﾔﾏﾃﾞﾗ ｻﾄｼ 那須南病院（栃木） 創傷管理関連、動脈血液ガス分析関連 2

15 川越　信宏 ｶﾜｺﾞｴ ﾉﾌﾞﾋﾛ 宮崎生協病院（宮崎） 透析管理関連 1

16 神田　美由紀 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕｷ 米沢市立病院（山形） 呼吸器（気道確保に係るもの）関連 1

17 土屋　留美 ﾂﾁﾔ ﾙﾐ 附属さいたま医療センター（埼玉） 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 1

18 沼尻　幸子 ﾇﾏｼﾞﾘ ｻﾁｺ 自治医科大学病院（栃木） 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 1

19 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）

胸腔ドレーン管理関連、創部ドレーン管理関連、皮膚損傷に
係る薬剤投与関連

3

20 上野　千鶴子 ｳｴﾉ ﾁﾂﾞｺ 洋向台クリニック（福島県） 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連、ろう孔管理関連 2

21 城坂　真理子 ｼﾛｻｶ ﾏﾘｺ 那須中央病院（栃木）
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（中心静脈カテーテル管理）関連

2

22 大橋　純子 ｵｵﾊｼ ｽﾐｺ 名古屋徳州会総合病院（名古屋）
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連、感染に係る薬剤投
与関連、精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

3

23 吉野　暁子 ﾖｼﾉ ｱｷｺ 埼玉医科大学国際医療センター（埼玉）

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、
胸腔ドレーン管理関連、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、循環動態に係る薬剤投与関連

7

24 大西　永里子 ｵｵﾆｼ ｴﾘｺ 暁明館病院（大阪府） ろう孔管理関連 1

25 武藤　真美香 ﾑﾄｳ ﾏﾐｶ 相澤病院（長野県）
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、循環動態に係る薬剤投与関連

3

26 角野　友香理 ｶｸﾉ ﾕｶﾘ 札幌徳州会病院（北海道）

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、
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

6

27 阿久津　祐司 ｱｸﾂ ﾕｳｼﾞ 宇都宮中央病院（栃木県）
呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連、ろう孔管理関連、動
脈血液ガス分析関連

3

28 小山　由美 ｺﾔﾏ ﾕﾐ 新松戸中央総合病院（千葉県） 透析管理関連 1

29 長澤　稔晃 ﾅｶﾞｻﾜ ﾄｼｱｷ 古河赤十字病院（茨城県）
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、循環器関連、動脈血液ガス分析関連、循
環動態に係る薬剤投与関連

5

30 上野　良子 ｳｴﾉ ﾘｮｳｺ 佐久大学（長野県）

呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連、ろう孔管理関連、創
傷管理関連、栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連、感染
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、循環動態に係る薬剤投与関連、精神及び神経症状に係
る薬剤投与関連

8

31 島貫　香織 ｼﾏﾇｷ ｶｵﾘ 公立置賜総合病院（山形県）
創傷管理関連、栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連、皮
膚損傷に係る薬剤投与関連

3

32 佐藤　正人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 松井田病院（群馬県）

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、
創傷管理関連、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、感染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、精神及び神経症状に係る薬剤
投与関連、皮膚損傷に係る薬剤投与関連

8

33 猪股　充恵 ｲﾉﾏﾀ ﾐﾂｴ 公立置賜総合病院（山形県） 創傷管理関連、栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 2

34 後藤　めぐみ ｺﾞﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 新古賀病院（福岡県）
ろう孔管理関連、創傷管理関連、血糖コントロールに係る薬
剤投与関連

3

35 佐藤　由貴 ｻﾄｳ ﾕｷ 北海道消化器科病院（北海道）

腹腔ドレーン管理関連、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、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、創部ドレーン管
理関連

4

36 鈴木　由佳 ｽｽﾞｷ ﾕｶ 自治医科大学附属病院（栃木県）
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

2

合計 92

＊所属施設は研修修了時のものになります。
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