
第8期　特定行為研修修了認定者一覧(2020年3月19日）

Ｎ0 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 修了研修
修了

区分数

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

感染に係る薬剤投与関連 1

2 TN41623 荒井　浩子 ｱﾗｲ ﾋﾛｺ (栃木) 自治医科大学附属病院 動脈血液ガス分析関連 1

3 TN01708 岡田　亜砂子 ｵｶﾀﾞ　ｱｻｺ (茨城) 茨城県立中央病院
透析管理関連
循環動態に係る薬剤投与関連

2

4 TN01718 田口　深雪 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾕｷ (栃木) 自治医科大学附属病院
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

2

5 TN41826 角田　利恵子 ｶｸﾀ ﾘｴｺ (茨城) 茨城県立中央病院
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

6 TN41829 加瀬　寛恵 ｶｾ ﾋﾛｴ (千葉) 日本医科大学千葉北総病院 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 1

7 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 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 1

8 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（長期呼吸療法に係るもの）関連（気管カニューレの交換）（小児）
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）

2

9 TN01805 久保　のり子 ｸﾎﾞ ﾉﾘｺ (栃木) 獨協医科大学病院
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

2

10 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 動脈血液ガス分析関連 1

11 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
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

2

12 TN01815 宇野　智仁 ｳﾉ ﾄｼﾋﾄ (栃木) 自治医科大学附属病院 動脈血液ガス分析関連 1

13 TN01816 大塚　恵 ｵｵﾂｶ ﾒｸﾞﾐ (茨城) 茨城県立中央病院
腹腔ドレーン管理関連
創部ドレーン管理関連

2

14 TN01820 福田　敬也 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾔ (栃木) 国際医療福祉大学病院
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

2

15 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（気道確保に係るもの）関連 1

16 TN01806 瀬長　永純 ｾﾅｶﾞ ｴｲｼﾞｭﾝ (東京) 社会福祉法人三幸福祉会　癒しの里西小松川 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 1

17 TN01809 小室　朋子 ｺﾑﾛ ﾄﾓｺ (茨城) 笠間市立病院　訪問看護ステーションかさま
創傷管理関連
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

2

18 TN01813 三浦　佐都美 ﾐｳﾗ ｻﾄﾐ (栃木) 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

3

19 TN01822 大谷　有紀 ｵｵﾀﾆ ﾕｷ (栃木) 有限会社ポプラサポート

在宅・慢性期領域
　呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連(気管カニューレの交換)
　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）
　創傷管理関連（慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去）
　栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連(脱水症状に対する輸液による補正)
創部ドレーン管理関連

5

20 TN41902 庄司　理恵 ｼｮｳｼﾞ　ﾘｴ (北海道) 日本赤十字社　旭川赤十字病院
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

21 TN41903 永井　信子 ﾅｶﾞｲ　ﾉﾌﾞｺ (栃木)
公益社団法人　栃木県看護協会　とちぎ訪問
看護ステーション たかねざわ

創傷管理関連 1

22 TN41904 塩澤　直樹 ｼｵｻﾞﾜ　ﾅｵｷ (長野) 飯田市立病院

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（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

6

23 TN41905 遠藤　富美 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾌﾐ (栃木)
独立行政法人 国立病院機構 栃木医療セン
ター

創傷管理関連 1

24 TN41906 岩岡　優 ｲﾜｵｶ　ﾏｻﾙ (栃木) 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
循環器関連
循環動態に係る薬剤投与関連

4

25 TN41907 岡浜　雅子 ｵｶﾊﾏ　ﾏｻｺ (栃木) 国際医療福祉大学　塩谷病院

ろう孔管理関連
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

3

26 TN41908 本田　瑞恵 ﾎﾝﾀﾞ　ﾐﾂﾞｴ (東京) 日本大学病院
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
血糖コントロールに係る薬剤投与関連

2

27 TN41909 福島　泰子 ﾌｸｼﾏ　ﾔｽｺ (埼玉) リハビリこんぱす訪問看護ステーション

在宅・慢性期領域
　呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連(気管カニューレの交換)
　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）
　創傷管理関連（慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去）
　栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連(脱水症状に対する輸液による補正)

4

28 TN41910 乾　広貴 ｲﾇｲ　ﾋﾛﾀｶ (長崎) 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院

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

29 TN41911 上野　香緒里 ｳｴﾉ　ｶｵﾘ (栃木) 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
血糖コントロールに係る薬剤投与関連

2

30 TN41912 髙島　妙子 ﾀｶｼﾏ　ﾀｴｺ (栃木) 自治医科大学附属病院 感染に係る薬剤投与関連 1

31 TN41913 槇田　裕子 ﾏｷﾀ　ﾕｳｺ (栃木) 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 1

32 TN41914 八巻　美咲 ﾔﾏｷ　ﾐｻｷ (栃木) 自治医科大学附属病院
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
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

3

33 TN41915 今泉　祐子 ｲﾏｲｽﾞﾐ　ﾕｳｺ (秋田) 市立大森病院
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

34 TN41916 前田　あゆみ ﾏｴﾀﾞ　ｱﾕﾐ (栃木) 医療法人北斗会 曙訪問看護ステーション
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

2

35 TN41917 林　佑磨 ﾊﾔｼ　ﾕｳﾏ (岐阜) 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
動脈血液ガス分析関連

3

36 TN41918 小林　雅矢 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻﾔ (埼玉) 自治医科大学附属さいたま医療センター
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

2

37 TN41919 秋元　香苗 ｱｷﾓﾄ　ｶﾅｴ (栃木) 那須赤十字病院
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

2

38 TN41920 竹之内　絵美 ﾀｹﾉｳﾁ　ｴﾐ (北海道) 医療法人　徳洲会　札幌徳洲会病院 動脈血液ガス分析関連 1

＊所属施設は研修修了時のものになります。
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＊

39 TN41922 鈴木　真由美 ｽｽﾞｷ　ﾏﾕﾐ (茨城) 茨城県立中央病院 創傷管理関連 1

40 TN41923 海老原　安子 ｴﾋﾞﾊﾗ　ﾔｽｺ (茨城) 医療法人恒貴会 協和中央病院
ろう孔管理関連
創傷管理関連

2

41 TN41925 泉田　純代 ｾﾝﾀﾞ　ｽﾐﾖ (富山)
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 富山県済生
会高岡病院

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（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

4

42 TN41926 和泉　千鶴 ｲｽﾞﾐ　ﾁﾂﾞﾙ (埼玉) 自治医科大学附属さいたま医療センター 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 1

43 TN41927 渡部　惇史 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱﾂｼ (山形) 米沢市立病院
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

44 TN41930 戸北　正和 ﾄｷﾀ　ﾏｻｶｽﾞ (長崎) 国立大学法人　長崎大学病院
ろう孔管理関連
創傷管理関連
創部ドレーン管理関連

3
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