
名簿番号 氏名 所属施設

1 森田　優里 JAとりで総合医療センター

2 新関　麻理 JAとりで総合医療センター

3 木村　萌久美 JAとりで総合医療センター

4 小野　詩穂 石岡第一病院

5 菱沼　真寿子 石岡第一病院

6 高橋　未菜美 石島整形外科医院

7 雨貝　浩子 いばらき診療所訪問看護ステーション

8 秋山　昭子 いばらき診療所みと訪問看護ステーション

9 太田 敏江 茨城県立中央病院

10 海老澤　しのぶ いばらき診療所みと訪問看護ステーション

11 佐藤　真由美 いばらき診療所みと訪問看護ステーション

12 安澤　和也 茨城西南医療センター病院

13 福田　美咲 茨城西南医療センター病院

14 髙塚　聖子 茨城西南医療センター病院

15 青鹿　耐子 茨城西南医療センター病院

16 三宅　寛子 茨城西南医療センター病院

17 伊東　沙耶加 医療法人青藍会大場内科クリニック

18 三浦 純 牛久愛和総合病院

19 石嶋　純子 桜水会訪問看護ステーション

20 小室　マリ子 大山病院

21 方　真純 大山病院

22 佐藤　由美子 株式会社日立製作所　日立総合病院

23 野口　靜香 株式会社日立製作所　日立総合病院

24 鈴木　達哉 株式会社日立製作所　日立総合病院

25 鴨志田　歩美 株式会社日立製作所　日立総合病院

26 小成　里枝子 株式会社日立製作所　日立総合病院

27 栗原　由美 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

28 田山　亜希 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

29 白石　香織 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

30 後藤　由起 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

31 有田　香奈子 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

32 瀬田　亜理沙 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

33 堀江　ひろみ 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

34 浦川　哲司 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

35 小林　洋子 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

36 峯　小百合 神立病院

37 鈴木　奈緒美 北茨城市民病院附属家庭医療センター

38 大森　麗 北茨城市民病院附属家庭医療センター

39 高品　幸代 小山記念病院

40 髙橋　美咲 小山記念病院
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41 本田　佳代 小山記念病院

42 飯野　綾香 小山記念病院

43 江野澤　志鶴 小山記念病院

44 飯尾　香奈子 小山記念病院

45 岸田　倫子 小山記念病院

46 重野　康江 せせらぎ在宅クリニック

47 関　晴香 総合病院土浦協同病院

48 江﨑 翔太 総合病院土浦協同病院

49 倉橋　香 総合病院土浦協同病院

50 武井　邦夫 立川病院

51 月岡　有香 つくばセントラル病院

52 中山　斉美 つくばセントラル病院

53 荒巻　智恵子 つくばセントラル病院

54 村田　あかね 筑波大学附属病院

55 小関　美華 筑波大学附属病院

56 飯島　彩 筑波大学附属病院

57 矢田　良子 筑波メディカルセンター病院

58 栗原　彩乃 筑波メディカルセンター病院

59 濱田　めぐみ 東京医科大学茨城医療センター

60 小山　愛未 東京医科大学茨城医療センター

61 吉成　克嗣 日立南部地区訪問看護ステーション

62 薗部　京子 水戸協同病院

63 清水　亮雅 水戸協同病院

64 坂場 潤子 水戸協同病院

65 杉山　正美 水戸協同病院

66 鉄　慶晃 水戸赤十字病院

67 下川　文子 水戸赤十字病院

68 真弓　愛 水戸赤十字病院

69 鬼澤　千鶴 水戸赤十字病院

70 清野　稲美 水戸赤十字病院

71 佐々木　友美 水戸赤十字病院

72 坂本　友美 水戸中央病院

73 星野　夏希 筑波メディカルセンター病院

74 馬場　久子 筑波メディカルセンター病院

75 山口 美江 筑波メディカルセンター病院

76 松田 由子 筑波メディカルセンター病院

77 小松﨑 奈央 筑波メディカルセンター病院

78 冨田 麻友 筑波メディカルセンター病院

79 植木 千尋 筑波メディカルセンター病院

80 岡野　恵梨花 筑波メディカルセンター病院



名簿番号 氏名 所属施設

平成30年度茨城県緩和ケア研修会修了者名簿（看護師）

81 中島　あゆみ 筑波メディカルセンター病院

82 内田　久美子 友愛記念病院

83 青木　恵梨奈 友愛記念病院

84 野本　かおり 友愛記念病院

85 犾館　亜矢子 友愛記念病院

86 関口　里美 友愛記念病院

87 竹内　美絵子 友愛記念病院

88 三浦　敬子 友愛記念病院

89 関口　由貴 友愛記念病院

90 山本　美琴 友愛記念病院

91 宮本　小夜子 友愛記念病院

92 河野　千春 友愛記念病院

93 海老沼　薫 友愛記念病院

94 木村　弘美 友愛記念病院


