
第5期　特定行為研修修了認定者一覧(平成30年9月21日）

Ｎ0 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属施設＊ 修了研修
修了

区分数

1 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） 腹腔ドレーン管理関連、ろう孔管理関連 2

2 TN41608 伊藤　めぐみ ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 米沢市立病院（山形） ろう孔管理関連 1

3 TN01605 八木　仁美 ﾔｷﾞ ﾋﾄﾐ 茨城県立中央病院（茨城） ろう孔管理関連 1

4 TN01608 川又　宣夫 ｶﾜﾏﾀ ﾉﾘｵ 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

5 TN01626 藤田　麻希子 ﾌｼﾞﾀ ﾏｷｺ 自治医科大学附属病院（栃木） 動脈血液ガス分析関連 1

6 TN01628 山寺　賢 ﾔﾏﾃﾞﾗ ｹﾝ 那須南病院（栃木）
呼吸器（気道確保に係るもの）関連、呼吸器（長期呼吸療法に係
るもの）関連

2

7 TN41702 大西　永里子 ｵｵﾆｼ ｴﾘｺ 大阪暁明館病院（大阪） 創傷管理関連、創部ドレーン管理関連 2

8 TN41704 角野　友香理 ｶｸﾉ ﾕｶﾘ 札幌徳洲会病院（北海道） 胸腔ドレーン管理関連 1

9 TN41708 上野　良子 ｳｴﾉ ﾘｮｳｺ 佐久大学（長野） 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

10 TN41712 後藤　めぐみ ｺﾞﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 新古賀病院（福岡）
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

2

11 TN01625 福田　歩 ﾌｸﾀﾞ ｱﾕﾐ
自治医科大学とちぎ子ども医療センター
（栃木）

呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 1

12 TN01701 瀧澤　晴海 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾐ
医療法人大橋会介護老人保健施設みが
わ(茨城）

ろう孔管理関連 1

13 TN01702 村山　浩之 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ さいたま市立病院（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、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、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

6

14 TN01703 関口　茉梨子 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾘｺ
公益財団法人ライフ・エクステンション研
究所 附属永寿総合病院（東京）

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、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、動脈血液ガス分析関連、循環動態に
係る薬剤投与関連

5

15 TN01704 半田　常男 ﾊﾝﾀﾞ ﾂﾈｵ
社会福祉法人　希望の家　療育ｾﾝﾀｰき
ぼう（群馬）

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

16 TN01706 瀬下　めぐみ ｾｼﾓ ﾒｸﾞﾐ みさとファミリークリニック（埼玉）
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、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、循環動態に係る薬剤投与関連

5

17 TN01707 澤野　真秀 ｻﾜﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ 静岡ホームクリニック（静岡）
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

2

18 TN01708 岡田　亜砂子 ｵｶﾀﾞ ｱｻｺ 茨城県立中央病院（茨城） 呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 1

19 TN01709 相磯　久代 ｱｲｿ ﾋｻﾖ 三思会　東邦病院（群馬）
呼吸器（人工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、動脈
血液ガス分析関連

3

20 TN01710 石山　信子 ｲｼﾔﾏ ﾉﾌﾞｺ 寒河江市立病院（山形） 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 1

21 TN01711 八鍬　恵美 ﾔｸﾜ ｴﾐ
医療法人徳洲会　新庄徳洲会病院（山
形）

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

4

22 TN01712 比氣　正道 ﾋｷ ﾏｻﾐﾁ 茨城県立中央病院（茨城） 動脈血液ガス分析関連 1

23 TN01713 村田　薫 ﾑﾗﾀ ｶｵﾙ ハローナースステーション（神奈川）

創傷管理関連、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、精神及び神経症状に係る薬剤
投与関連、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

6

24 TN01714 白川　優子 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｺ ハリ・レジデンス池田（大阪）
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

2

25 TN01715 青木　裕子 ｱｵｷ ﾕｳｺ 雲南市立病院（島根）

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、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、創傷管理関連、創部ド
レーン管理関連、動脈血液ガス分析関連

7

26 TN01717 伊是名　若菜 ｲｾﾞﾅ ﾜｶﾅ
学校法人北里研究所　北里大学東病院
（神奈川）

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、ろう孔管
理関連、栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

5

27 TN01718 田口　深雪 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾕｷ 自治医科大学附属病院（栃木） 腹腔ドレーン管理関連、創傷管理関連 2

28 TN01719 髙橋　陽子 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ 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、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

3

29 TN01720 千田　由美子 ﾁﾀﾞ ﾕﾐｺ 岩手県立中部病院（岩手）
腹腔ドレーン管理関連、創傷管理関連、ろう孔管理関連、栄養及
び水分管理に係る薬剤投与関連

4

30 TN01721 伊藤　敦子 ｲﾄｳ ｱﾂｺ
医療法人　笹川内科胃腸科クリニック（三
重）

呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連、ろう孔管理関連、感染
に係る薬剤投与関連

3

31 TN01722 中田　徹朗 ﾅｶﾀ ﾃﾂﾛｳ 宝塚市立病院（兵庫）
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、循環動態に係る薬剤投与関連

5

合計 84

＊所属施設は研修修了時のものになります。
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