
第6期　特定行為研修修了認定者一覧(平成31年3月25日）

Ｎ0 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属施設＊ 修了研修
修了

区分数

1 TN1512 小酒井　至 ｺｻﾞｶｲ　ｲﾀﾙ 士別市立病院 感染に係る薬剤投与関連 1

2 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 循環器関連 1

3 TN41605 勝部　猛彦 ｶﾂﾍﾞ　ﾀｹﾋｺ
社会福祉法人 寿光会　特別養護老人
ホームりんどうの里

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 TN41626 山越　裕美 ﾔﾏｺｼ　ﾋﾛﾐ 自治医科大学附属病院 感染に係る薬剤投与関連 1

5 TN01606 城坂真理子 ｼﾛｻｶ　ﾏﾘｺ 那須中央病院 創部ドレーン管理関連 1

6 TN01613 川地　成樹 ｶﾜﾁ　ﾅﾙｷ 岐阜清流病院
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

7 TN01623 石田 優己 ｲｼﾀﾞ　ﾕﾐ 自治医科大学附属病院 感染に係る薬剤投与関連 1

8 TN41702 大西　永里子 ｵｵﾆｼ　ｴﾘｺ 大阪暁明館病院 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 1

9 TN41704 角野　友香理 ｶｸﾉ　ﾕｶﾘ 札幌徳州会病院
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

3

10 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 付属永寿総合病院

感染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

11 TN01704 半田　常男 ﾊﾝﾀﾞ ﾂﾈｵ
社会福祉法人希望の家
希望の家療育病院

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 1

12 TN01708 岡田　亜砂子 ｵｶﾀﾞ　ｱｻｺ 茨城県立中央病院 動脈血液ガス分析関連、呼吸器（気道確保に係るもの）関連 2

13 TN01709 相磯　久代 ｱｲｿ　ﾋｻﾖ 三思会　東邦病院
呼吸器（気道確保に係るもの）関連、栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

2

14 TN01713 村田　薫 ﾑﾗﾀ　ｶｵﾙ ハローナースステーション ろう孔管理関連、呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 2

15 TN01719 高橋　陽子 ﾀｶﾊｼ　ﾖｳｺ 自治医科大学附属病院 動脈血液ガス分析関連 1

16 TN01705 柏崎　典子 ｶｼﾜｻﾞｷ　ﾉﾘｺ 小美玉市医療センター ろう孔管理関連 1

17 TN01716 佐藤　幸子 ｻﾄｳ　ｻﾁｺ
地方独立行政法人　山形県・酒田市病院
機構　日本海総合病院

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、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

4

18 TN41801 小野寺　淳史 ｵﾉﾃﾞﾗ　ｱﾂｼ 医療法人 大和会 大内病院
呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）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

5

19 TN41802 藤栄　裕子 ﾄｳｴｲ　ﾋﾛｺ 医療法人 社団亮仁会　那須中央病院 創傷管理関連 1

20 TN41803 森　あかね ﾓﾘ ｱｶﾈ
医療法人　社団亮仁会　介護老人保健施
設 同仁苑

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 1

21 TN41804 金子　京美 ｶﾈｺ　ｷﾖﾐ 社会医療法人　春回会
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 TN41805 宇美　吉樹 ｳﾐ　ﾖｼｷ 社会福祉法人　函館共愛会　共愛会病院
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、ろう孔管理関連、創傷管理関連、動脈血液ガス分
析関連

5

23 TN41806 松井　美貴 ﾏﾂｲ　ﾐｷ
社会福祉法人 恩賜財団 済生会松阪総
合病院

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、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

5

24 TN41807 関根　智子 ｾｷﾈ　ﾄﾓｺ 医療法人糖クリ 四日市糖尿病クリニック 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 1

25 TN41808 藤田　和美 ﾌｼﾞﾀ　ｶｽﾞﾐ
一般財団法人とちぎメディカルセンター と
ちのき

創傷管理関連 1

26 TN41809 内田　宏貴 ｳﾁﾀﾞ　ﾋﾛｷ 公益財団法人　慈愛会 谷山病院 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 1

27 TN41810 渡邊　かほり ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶﾎﾘ 訪問看護ステーション景香
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

3

28 TN41811 鈴木　晴敬 ｽｽﾞｷ　ﾊﾙﾀｶ 総合病院　中津川市民病院

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（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

5

29 TN41812 吉田　栄里 ﾖｼﾀﾞ　ｴﾘ
愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田
厚生病院

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

4

30 TN41813 小林　綾子 ｺﾊﾞﾔｼ　ｱﾔｺ 古河赤十字病院 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 1

31 TN41814 岡野　朋子 ｵｶﾉ　ﾄﾓｺ 自治医科大学 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 1

32 TN41815 荒木　美奈 ｱﾗｷ　ﾐﾅ 公益財団法人　慈愛会
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、創傷管理関連

3

33 TN41817 篠崎　紗也香 ｼﾉｻﾞｷ　ｻﾔｶ 自治医科大学附属病院
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、腹腔ドレーン管理関連

3

34 TN41818 谷口　友希 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾕｷ 自治医科大学附属病院
呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連、精神及び神経症状に
係る薬剤投与関連

2

35 TN41819 遠藤　香奈 ｴﾝﾄﾞｳ　ｶﾅ 自治医科大学附属病院
呼吸器（長期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、精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

3

36 TN41820 新井　茉美 ｱﾗｲ　ﾏﾐ 自治医科大学附属病院 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 1

37 TN41822 糸久　文子 ｲﾄﾋｻ　ｱﾔｺ 医療法人社団優仁会  鈴木神経科病院
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、循環動態に係る薬剤投与
関連

4

38 TN41823 押山　孝子 ｵｼﾔﾏ　ﾀｶｺ 地方独立行政法人　新小山市民病院
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

39 TN41824 中野　光盛 ﾅｶﾉ　ｺｳｾｲ 社会医療法人天神会　古賀病院21
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

40 TN41825 宮島　栄里 ﾐﾔｼﾞﾏ　ｴﾘ 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院
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、栄養及び水分管理
に係る薬剤投与関連

4

41 TN41826 角田　利恵子 ｶｸﾀ　ﾘｴｺ 茨城県立中央病院 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 1

42 TN41827 池田　里美 ｲｹﾀﾞ　ｻﾄﾐ
一般社団法人南区医師会 南区医師会訪
問看護ステーション

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、創傷管理関連

5

43 TN41828 植村　知香 ｳｴﾑﾗ　ﾁｶ 利島村国民健康保険診療所
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

44 TN41829 加瀬　寛恵 ｶｾ　ﾋﾛｴ 日本医科大学 千葉北総病院
創傷管理関連、創部ドレーン管理関連、栄養及び水分管理に係
る薬剤投与関連

3

45 TN41830 江口　ゆかり ｴｸﾞﾁ　ﾕｶﾘ 名古屋徳洲会総合病院 呼吸器（気道確保に係るもの）関連、動脈血液ガス分析関連 2

合計 105

＊所属施設は研修修了時のものになります。
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