
H30病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 修了者 ※同意のあった方のみ掲載しています。

所属施設名 参加者名
1 岡波看護専門学校 岡田 麻奈美
2 岡波看護専門学校 阿部 明日香
3 岡波看護専門学校 稲垣 彩
4 岡波看護専門学校 臼井 香保里
5 岡波看護専門学校 大屋 はるか
6 岡波看護専門学校 木邨 豪志
7 岡波看護専門学校 久保 七海
8 岡波看護専門学校 児玉 源太郎
9 岡波看護専門学校 端無 いづみ
10 岡波看護専門学校 藤岡 優歌
11 岡波看護専門学校 藤森 巧
12 岡波看護専門学校 村田 久美
13 岡波看護専門学校 松永 佳奈
14 岡波看護専門学校 森井 美早樹
15 岡波看護専門学校 山本 亜美
16 岡波看護専門学校 中山 美紗貴
17 岡波看護専門学校 二斗蒔田 亜美
18 岡波看護専門学校 高山 紗世里
19 岡波看護専門学校 福田 恵
20 岡波看護専門学校 伊藤 佳子
21 岡波看護専門学校 稲田 朗子
22 岡波看護専門学校 奥 葵
23 岡波看護専門学校 勝部 なずな
24 岡波看護専門学校 加藤 早由里
25 岡波看護専門学校 神野 真由
26 岡波看護専門学校 坂 奈緒
27 岡波看護専門学校 阪本 匠臣
28 岡波看護専門学校 坂本 理佐
29 岡波看護専門学校 中 絵里奈
30 岡波看護専門学校 長尾 遥那
31 岡波看護専門学校 西岡 美貴
32 岡波看護専門学校 藤井 佑美
33 岡波看護専門学校 藤原 英俊
34 岡波看護専門学校 八木 修次
35 岡波看護専門学校 村 裕華
36 岡波看護専門学校 米本 奈緒
37 岡波看護専門学校 山内 木綿子
38 岡波看護専門学校 山根 ひとみ
39 岡波看護専門学校 川 房子
40 岡波看護専門学校 西岡 美穂子
41 岡波看護専門学校 中尾 亜梨沙
42 岡波看護専門学校 渡邉 佐江子
43 岡波看護専門学校 三ツ森 みゆき
44 岡波総合病院 松島 由実
45 岡波総合病院 坂井 愛
46 岡波総合病院 松井 多恵
47 岡波総合病院 前川 弘子
48 岡波総合病院 奥永 秀子
49 岡波総合病院 家崎 貴弘
50 岡波総合病院 谷口 育代
51 岡波総合病院 山下 誠子
52 岡波総合病院 東雲 洋美
53 岡波総合病院 森口 明子
54 岡波総合病院 増田 知恵美
55 岡波総合病院 坂口 まり子
56 永井病院 一見 啓太
57 永井病院 水野 美香
58 湯の山介護老人保健施設 堀 列子
59 岡波総合病院 飛佐 和子
60 岡波総合病院 箱林 真澄
61 岡波総合病院 西 千夏
62 岡波総合病院 垣内 幸雄
63 岡波総合病院 本田 智子
64 岡波総合病院 菅野 紗矢香
65 介護老人保健施設第2おかなみ 中井 美賀子
66 介護老人保健施設第2おかなみ 井本 仁美
67 介護老人保健施設第2おかなみ 松原 直哉
68 介護老人保健施設第2おかなみ 藤森 徹志
69 大仲さつき病院 藤本美千代
70 大仲さつき病院 宮田 みどり
71 湯の山介護老人保健施設 三宅 由香
72 菰野厚生病院 河﨑 理子
73 菰野厚生病院 竪谷 京子
74 菰野厚生病院 福村 晴加
75 菰野厚生病院 市川 ゆかり
76 菰野厚生病院 長谷川 峰代
77 永井病院 林 すみ子
78 永井病院 磯和 風花
79 永井病院 平松 美歩
80 町立南伊勢病院 向山 三枝子
81 緑風苑 大西 里恵
82 榊原白鳳病院 草深 千映美
83 榊原白鳳病院 鈴木 輝美
84 第一病院 伊藤 千明
85 第一病院 青木 真弓
86 津生協病院 谷 香乃
87 津生協病院 門藤 早咲
88 津生協病院 吉井 里奈


