
第7期　特定行為研修修了認定者一覧(2019年9月20日）

Ｎ0 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 修了研修
修了

区分数

1 TN1517 埇田　真彰 ｿﾈﾀﾞ　ﾏｻｱｷ (群馬) 太田記念病院 術後疼痛管理関連 1

2 TN41603 平腰　紀美代 ﾋﾗｺｼ　ｷﾐﾖ (新潟) 新潟白根総合病院 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 1

3 TN41704 角野　友香理 ｶｸﾉ　ﾕｶﾘ (北海道) 札幌徳州会病院 感染に係る薬剤投与関連 1

4 TN41710 佐藤　正人 ｻﾄｳ　ﾏｻﾄ (群馬) 松井田病院
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

2

5 TN1519 土屋　留美 ﾂﾁﾔ　ﾙﾐ (埼玉) 自治医科大学附属さいたま医療センター 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 1

6 TN1523 藤川　ひづる ﾌｼﾞｶﾜ　ﾋﾂﾞﾙ (島根) 益田地域医療ｾﾝﾀｰ医師会病院 術後疼痛管理関連 1

7 TN01714 白川　優子 ｼﾗｶﾜ　ﾕｳｺ (大阪) ハリ・レジデンス池田 創傷管理関連、感染に係る薬剤投与関連 2

8 TN41802 藤栄　裕子 ﾄｳｴｲ　ﾋﾛｺ (栃木) 那須中央病院 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 1

9 TN41803 森　あかね ﾓﾘ　ｱｶﾈ (栃木) 那須中央病院 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 1

10 TN41808 藤田　和美 ﾌｼﾞﾀ　ｶｽﾞﾐ (栃木) とちぎメディカルセンターとちのき 創部ドレーン管理関連 1

11 TN41810 渡邉　かほり ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶﾎﾘ (岐阜) 訪問看護ステーション景香
ろう孔管理関連（胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろう
ボタンの交換※小児）、栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

2

12 TN41815 荒木　美奈 ｱﾗｷ　ﾐﾅ (鹿児島) 公益財団法人　慈愛会 ろう孔管理関連 1

13 TN41828 植村　知香 ｳｴﾑﾗ　ﾁｶ (東京) 離島村国民健康保険診療所 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 2

14 TN41830 江口　ゆかり ｴｸﾞﾁ　ﾕｶﾘ (愛知) 名古屋徳洲会総合病院 呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連、感染に係る薬剤投与関連 2

15 TN41816 近澤　珠聖 ﾁｶｻﾞﾜ　ﾀﾏﾐ (栃木) 上都賀総合病院
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

2

16 TN41821 須藤　成実 ｽﾄｳ　ﾅﾙﾐ (栃木) 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 1

17 TN01801 佐俣　香 ｻﾏﾀ ｶｵﾘ (群馬) 一般社団法人　伊勢崎佐波医師会
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、
創傷管理関連、栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

4

18 TN01802 梅本　貴子 ｳﾒﾓﾄ ﾀｶｺ (山形) 鶴岡市立荘内病院 創傷管理関連 1

19 TN01803 池田　由美 ｲｹﾀﾞ ﾕﾐ (福岡) 医療法人社団シマダ　嶋田病院
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

3

20 TN01804 遠藤　みゆき ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ (茨城) 訪問看護ステーション　みらい
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
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

6

21 TN01805 久保　のり子 ｸﾎﾞ ﾉﾘｺ (栃木) 獨協医科大学病院 創傷管理関連 1

22 TN01807 川本　記子 ｶﾜﾓﾄ ﾌｷｺ (佐賀) 医療法人 同愛会 副島病院 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 2

23 TN01808 跡治　江理奈 ｱﾄｼﾞ ｴﾘﾅ (千葉) 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院

循環器関連、ろう孔管理関連、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、動脈血液ガス分析関連、感染に係る薬剤
投与関連

6

24 TN01810 吉田　光浩 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ (長崎) 日本赤十字社　長崎原爆諫早病院
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

2

25 TN01811 遠藤　桂太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ (北海道) 医療法人彰和会  北海道消化器科病院
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、栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

2

26 TN01812 丸山　沙緒里 ﾏﾙﾔﾏ ｻｵﾘ (栃木)
独立行政法人国立病院機構　栃木医療
センター

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、感染に係る薬剤投与関連

3

27 TN01814 海老沼　清美 ｴﾋﾞﾇﾏ ｷﾖﾐ (栃木) 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

28 TN01815 宇野　智仁 ｳﾉ ﾄｼﾋﾄ (栃木) 自治医科大学附属病院 呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 1

29 TN01816 大塚　恵 ｵｵﾂｶ ﾒｸﾞﾐ (茨城)
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセン
ター

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

30 TN01817 坪山　範子 ﾂﾎﾞﾔﾏ ﾉﾘｺ (栃木)
上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀
総合病院

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

2

31 TN01818 倉持　満由美 ｸﾗﾓﾁ ﾏﾕﾐ (栃木)
公益社団法人　栃木県看護協会　とちぎ
訪問介護ステーションあしかが

呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連、ろう孔管理関連 2

32 TN01819 横山　孝子 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｺ (栃木) 訪問看護ステーションあい
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

33 TN01820 福田　敬也 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾔ (栃木) 国際医療福祉大学病院 動脈血液ガス分析関連 1

34 TN01821 朝倉　亮子 ｱｻｸﾗ ﾘｮｳｺ (愛知)
愛知県厚生農業協同組合連合会　渥美
病院

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

3

35 TN01823 浦底　珠恵 ｳﾗｿｺ ﾀﾏｴ (鹿児島) 霧島市立医師会医療センター 創傷管理関連 1

36 TN01824 飯塚　倫廉 ｲｲﾂｶ ﾄﾓﾕｷ (茨城) 茨城県立中央病院
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、動脈血液ガス分析関連

2

37 TN01825 平井　啓正 ﾋﾗｲ ﾋﾛﾏｻ (岐阜) 医療法人　清光会　岐阜清流病院 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 2

38 TN01826 青木　美佳 ｱｵｷ　ﾐｶ (三重) 三重大学医学部附属病院
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

39 TN01827 山本　美紀 ﾔﾏﾓﾄ　ﾐｷ (山形) 米沢市立病院
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（中心静脈カテーテル管理）関連、動脈血液ガス分析関連

5

合計 80
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