
名簿番号 氏名 所属施設

1 重藤　みどり 水戸赤十字病院

2 鈴木　瀬里菜 土浦協同病院

3 細貝　加奈 水戸医療センター

4 内藤　早 水戸医療センター

5 髙杉　緑 水戸赤十字病院

6 古畑　あかね 土浦協同病院

7 菅谷　千草 水戸医療センター

8 吉沼　京子 筑波メディカルセンター病院　訪問看護ふれあいサテライトなの花

9 石田　恵美 筑波メディカルセンター病院　訪問看護ふれあいサテライトなの花

10 木村　光子 茨城県立中央病院

11 柴田　雅和 石島整形外科医院

12 森下　昌子 筑波大学附属病院

13 大津　博美 水戸協同病院

14 藤田　真衣 筑波大学附属病院

15 萩野谷　杏佳 聖北会訪問看護ステーションやまびこ

16 永瀬　明美 聖北会訪問看護ステーションやまびこ

17 大内　真依 筑波大学附属病院

18 笠倉　千恵子 水戸協同病院

19 飛田　千恵子 筑波大学附属病院

20 石川　一京 筑波大学附属病院

21 綱川　小百合 筑波大学附属病院

22 岡田　奈緒美 筑波大学附属病院

23 石井　克枝 日本赤十字社　水戸赤十字病院

24 照沼　なつみ 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院

25 矢古宇　美玖 株式会社日立製作所　日立総合病院

26 小林　智裕 株式会社日立製作所　日立総合病院

27 江口　千恵 株式会社日立製作所　日立総合病院

28 新堀　千佳 株式会社日立製作所　日立総合病院

29 豊田　修平 株式会社日立製作所　日立総合病院

30 昆　誉子 株式会社日立製作所　日立総合病院

31 菊池　真弓 株式会社日立製作所　日立総合病院

32 箕輪　佳音 株式会社日立製作所　日立総合病院

33 岡部　美樹 北茨城市民病院附属家庭医療センター

34 稲野邉　水輝 株式会社日立製作所　日立総合病院

35 齋藤　聡子 医療法人社団　日鉱記念病院

36 木村　恵 医療法人社団　日鉱記念病院

37 宮本　理恵 医療法人社団　日鉱記念病院

38 春山　さき 医療法人社団　日鉱記念病院

39 熊谷　あかね 株式会社日立製作所　日立総合病院

40 細野 恵理奈 筑波大学附属病院

41 金塚 綾子 土浦協同病院
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42 成島 秀子 山手医院

43 加藤 あかね 土浦協同病院

44 伊東 知夏 土浦協同病院

45 関 佳苗 土浦協同病院

46 斉藤 孝明 土浦協同病院

47 赤須 未紗子 土浦協同病院

48 藤井 菜摘 土浦協同病院

49 齋藤 朱里 土浦協同病院

50 大塚 由華 土浦協同病院

51 酒巻 友美 土浦協同病院

52 前島 佳奈子 土浦協同病院

53 田中 亮太朗 土浦協同病院

54 大久保 純子 土浦協同病院

55 高橋　星斗 土浦協同病院

56 染谷　恵 茨城西南医療センター病院

57 小島　恵利佳 茨城西南医療センター病院

58 箭原　美香 水戸協同病院

59 仲上　真理 友愛記念病院

60 船田　亜梨沙 友愛記念病院

61 鈴木　向日葵 友愛記念病院

62 坂田　有理奈 友愛記念病院

63 廣瀬　美幸 友愛記念病院

64 伊藤　由実 友愛記念病院

65 佐藤　真伊子 水戸協同病院

66 鈴木　由布子 東京医科大学茨城医療センター

67 和泉　萌子 東京医科大学茨城医療センター

68 酒井　夏奈 東京医科大学茨城医療センター

69 藤崎　由佳 東京医科大学茨城医療センター

70 大友　紗良 土浦協同病院

71 朴　淑姫 筑波メディカルセンター

72 加藤木　ルミ子 筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター

73 照沼　祥子 筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター

74 立原　雅子 筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター

75 海老根　幸代 筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター

76 菅野　美浦子 筑波大学付属病院

77 池谷　幸 筑波大学付属病院

78 長田　知加子 筑波大学付属病院

79 姫野　奈々 筑波大学付属病院

80 大澤　裕子 セントラル総合クリニック

81 浅沼　忍 山王台病院付属第2クリニック

82 櫻井　祐太 筑波大学附属病院
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83 佐古　葵 筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院

84 笹島　美咲 筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院

85 中根　梨菜 筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院

86 西田　真由美 筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院

87 萩原　香織里 筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院

88 平岡　志帆 筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院

89 萩谷　真琴 総合病院水戸協同病院

90 河西　春美 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院

91 児成　美也子 医療法人弘寿会石島整形外科医院

92 川内　泉 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院

93 金川　保奈美 大山病院

94 井上　静華 筑波大学附属病院

95 比気　貴大 筑波大学附属病院

96 大関　武 筑波大学附属病院

97 前島　ゆかり つくばセントラル病院

98 坂上　久美子 介護付き有料老人ホームケアパレス・ナヴァーレ

99 横島　里早 筑波大学附属病院

100 塩谷　知美 茨城県西部メディカルセンター

101 丹羽　洋子 茨城県西部メディカルセンター

102 堤　桂子 鹿嶋訪問看護ステーション

103 石川　奈都美 水戸協同病院

104 若目田　智子 つくばセントラル病院


