
令和元年度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 名前

1 社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院 市川 美恵

2 伊勢赤十字病院 伊藤 真理

3 医療法人凰林会 榊原白鳳病院 今西 矩美子

4 医療法人未生会 来田整形外科 江藤 恭子

5 松阪中央総合病院 岡 孝子

6 三重県立一志病院 小田 啓代

7 社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院 尾藤 晴未

8 介護老人保健施設 伊賀ゆめが丘 界外 晴子

9 三重県立一志病院 門脇 由香

10 社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院 金丸 瑞希

11 四日市羽津医療センター 木谷 由美子

12 介護老人保健施設 ロマン 國村 拓哉

13 藤田医科大学七栗記念病院 小島 朱美子

14 伊勢赤十字病院 阪本 実津貴

15 鈴鹿中央総合病院 佐間野 良真

16 伊勢赤十字病院 城山 奈穂

17 信貴山病院分院上野病院 杉本 友里

18 鈴鹿中央総合病院 鈴木 ゆりあ

19 国民健康保険 志摩市民病院 竹内 幸穂

20 鈴鹿中央総合病院 田中 杏奈

21 介護老人保健施設 第2おかなみ 谷 千春

22 医療法人凰林会 榊原白鳳病院 谷口 知世

23 特定医療法人同心会 遠山病院 辻岡 美由紀

24 四日市羽津医療センター 豊田 晶子

25 医療法人 富田浜病院 長橋 あゆみ

26 三重県立一志病院 野尻 光子

27 第二岩崎病院 長谷川 祐子

28 市立伊勢総合病院 畑中 美穂

29 伊勢赤十字病院 濱口 かえ

30 特定医療法人同心会 遠山病院 濱口 真耶

31 伊勢赤十字病院 林 由美

32 独立行政法人国立病院機構 榊原病院 松永 悠
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33 信貴山病院分院上野病院 松本 早織

34 国民健康保険 志摩市民病院 三橋 いずみ

35 信貴山病院分院上野病院 見山 恵

36 特定医療法人同心会 遠山病院 村田 幸恵

37 松阪中央総合病院 山北 かおり

38 特別養護老人ホーム 報徳園 山口 恵美子

39 市立伊勢総合病院 吉村 佳子

40 紀南病院 岡﨑 桂子

41 紀南病院 岩田 眞美

42 紀南病院 廣畑 靜 

43 紀南病院 松平 克己

44 紀南病院 溝口 京子

45 紀南病院 坂本 恵美香

46 熊野病院 橋爪 由紀

47 熊野病院 大和田 楓

48 熊野病院 林 知加

49 熊野病院 西尾 未来

50 熊野病院 中村 京子

51 熊野病院 小田原 可典

52 熊野病院 宇井 稔人

53 三重県ナースセンター 四日市サテライト 宮﨑 和枝

54 三重県ナースセンター 四日市サテライト 後藤 麻里

55 ヨナハ在宅ケアセンター 佐藤 美佐子

56 ヨナハ在宅ケアセンター 青木 純子

57
医療法人 凰林会

榊原白鳳病院
西出 昌寛

58 市立伊勢総合病院 伊藤 里

59 市立伊勢総合病院 雨川 恵子

60 ヨナハ総合病院 岩田 広子

61 ヨナハ総合病院 亀井 久美子

62 ヨナハ総合病院 岡本 増美

63 ヨナハ総合病院 森 広美

64 ヨナハ総合病院 高柳 美穂
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65 ヨナハ総合病院 山元 泰子

66 ヨナハ総合病院 稲垣 みゆき

67 ヨナハ総合病院 酒井 久子

68 ヨナハ総合病院 加藤 幸

69 ヨナハ総合病院 古川 利弘

70 ヨナハ総合病院 川上 美枝子

71 医療法人安仁会 水沢病院 山室 しのぶ

72 医療法人安仁会 水沢病院 松崎 孝子

73
医療法人尚徳会

湯の山介護老人保健施設
堺 真子

74
医療法人尚徳会

湯の山介護老人保健施設
中村 まゆこ

75
医療法人尚徳会

湯の山介護老人保健施設
渡辺 まり子

76 大仲さつき病院 外間 友子

77 大仲さつき病院 筒井 良美

78 医療法人(社団)佐藤病院 長島中央病院 小林 真弓

79 特別養護老人ホーム すいせんの里 林 公美子

80 亀山市立医療センター 安田 佳世子

81
ヨナハ介護老人保険施設

（デイケア）
野島 香織

82 鈴鹿中央総合病院 緩和病棟 本多 千裕

83 鈴鹿中央総合病院 緩和病棟 椎葉 清子


