
受講年度 氏　名 職　種

平成21年 尾形　章 医師

平成21年 吉村　光太郎 医師

平成21年 金子　高明 医師

平成21年 田仲　弘行 医師

平成21年 萬　伸子 医師

平成21年 齋藤　秀一 医師

平成21年 生島　五郎 薬剤師

平成21年 平井　朋子 薬剤師

平成21年 新名　昭子 看護師

平成21年 宮本　祐子 看護師

平成21年 稻船　瑶子 看護師

平成22年 塩田　恵 医師

平成22年 相川　優子 薬剤師

平成22年 中村　智絵 看護師

平成22年 星野　理香 看護師

平成23年 稲積　和彦 医師

平成23年 伊能　孝子 看護師

平成23年 川井　久美子 看護師

平成23年 小平　令子 看護師

平成23年 千葉　まり子 看護師

平成23年 篠原　里恵 看護師

平成23年 大村　絢夏 看護師

平成23年 一色　靖洋 薬剤師

平成23年 森下　志織 薬剤師
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平成23年 亀田　圭輔 薬剤師

平成24年 北川　憲一 医師

平成24年 澁谷　潔 医師

平成24年 岡部　真一郎 医師

平成24年 中嶋　乙美子 看護師

平成24年 下重　由紀子 ＭＳＷ

平成24年 帰山　由紀子 薬剤師

平成24年 廣木　知美 看護師

平成24年 布施　弘恵 医師

平成25年 岡田　拓巳 医師

平成25年 小野　亜希子 医師

平成25年 齋藤　寛 医師

平成25年 鈴木　義也 医師

平成25年 竹内　男 医師

平成25年 土肥　容子 医師

平成25年 並木　秀匡 医師

平成25年 菊池　紗恵 薬剤師

平成25年 菊池　真弓 薬剤師

平成25年 北村　友乃 薬剤師

平成25年 高橋　憲二 薬剤師

平成25年 棚岡　智子 臨床心理士

平成25年 中込　玲子 臨床心理士

平成25年 中村　明美 看護師

平成25年 干川　克己 薬剤師

平成25年 村中　典子 看護師

平成26年 今田　寛 医師
平成26年 中村　名律子 医師



平成26年 山﨑　望 医師
平成26年 松山　詩菜 医師
平成26年 大塚　聡代 医師
平成26年 脇本　紘子 医師
平成26年 五月女　隆 医師
平成26年 槇田　智生 医師
平成26年 永井　道 医師
平成26年 出口　雅彦 医師
平成26年 武田　晋一郎 医師
平成26年 太枝　徹 医師
平成26年 篠原　佳子 医師
平成26年 林田　純子 看護師
平成26年 飯島　真樹 看護師
平成26年 佐野　恵美子 看護師
平成26年 村上　史子 作業療法士
平成26年 波多野　直子 作業療法士
平成26年 矢野　麻衣子 MSW
平成26年 鈴木　乃乃子 MSW
平成26年 西本　玲奈 薬剤師
平成26年 伊吹　千穂 薬剤師
平成26年 大室　直樹 薬剤師
平成26年 久冨　由貴 薬剤師
平成26年 斎藤　友彦 薬剤師
平成27年 五月女　隆 医師
平成27年 真田　道夫 医師
平成27年 松本　吉隆 医師
平成27年 岡田　正也 医師
平成27年 三浦　世樹 医師
平成27年 古川　翔 医師
平成27年 森居　真史 医師
平成27年 烏谷　博英 医師
平成27年 平岡　祐 医師



平成27年 山口　翠 医師
平成27年 辻　紘子 医師
平成27年 野呂　昌弘 医師
平成27年 秋本　卓哉 医師
平成27年 原田　祐一 医師
平成27年 堀　俊介 医師
平成27年 辻　満 医師
平成27年 福島　正秀 医師
平成27年 蒲田　郁 医師
平成27年 牧野　吉朗 医師
平成27年 石上　大輔 医師
平成27年 田中　美佳 歯科衛生士
平成27年 磯山　恭子 医師
平成28年 有川　俊輔 医師
平成28年 五十嵐　活志 医師
平成28年 磯野　宏貴 医師
平成28年 勝海　大輔 医師
平成28年 神谷　潤一郎 医師
平成28年 木谷　令 医師
平成28年 木村　亮 医師
平成28年 古口　葉月 医師
平成28年 小林　洋二郎 医師
平成28年 坂本　奈穂 医師
平成28年 高木　賢人 医師
平成28年 田頭　良介 医師
平成28年 時永　耕太郎 医師
平成28年 永岡　譲 医師
平成28年 宮川　正 医師
平成28年 山﨑　信人 医師
平成28年 矢吹　麻里子 医師
平成28年 横田　華奈 医師
平成28年 浦邉　朱鞠 医師
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