
青26　第1号 吉井　裕紀 野辺地調剤薬局 薬剤師
青26　第2号 大平　尚武 黒石市国民健康保険黒石病院 薬剤師
青26　第3号 津島　寿行　 三沢薬剤師薬局 薬剤師
青26　第4号 逸見　育美 堀口ひばり苑 看護師
青26　第5号 盛田　成子 五戸総合病院 看護師
青26　第6号 瀬川　恵子 五戸総合病院 看護師
青26　第7号 乙部　綾子 公立野辺地病院 看護師
青26　第8号 市ノ渡　美香 公立野辺地病院　訪問看護ステーション 看護師
青26　第9号 松村　明美 公立野辺地病院　訪問看護ステーション 看護師
青26　第10号 松坂　智子 訪問看護ステーションどんぐり村 看護師
青26　第11号 遠藤　美咲 旭日クリニック 看護師
青26　第12号 蛯澤　瑞穂 旭日クリニック 看護師
青26　第13号 石川　美帆子 十和田市立中央病院 看護師
青26　第14号 附田　朱美 十和田市立中央病院 看護師
青26　第15号 蛯名　晴香 十和田市立中央病院 看護師
青26　第16号 手代森　愛夏 十和田市立中央病院 看護師
青26　第17号 平野　玲 十和田市立中央病院 看護師
青26　第18号 新谷　亨 十和田市立中央病院 OT
青26　第19号 柴崎　陽介 十和田市立中央病院 MSW
青26　第20号 細田　誠 十和田市立中央病院 事務
青26　第21号 竹谷　美里 医療法人芙蓉会　村上病院 看護師
青26　第22号 太田　愛 医療法人芙蓉会　村上病院 看護師
青26　第23号 工藤　教子 医療法人芙蓉会　村上病院 看護師
青26　第24号 坂　富久子 ユリカ橋本 看護師
青26　第25号 柏倉　里美 独立行政法人国立病院機構　弘前病院 看護師
青26　第27号 盛　麻理奈 つがる西北五広域連合つがる総合病院 看護師
青26　第28号 荒関　麻実 つがる西北五広域連合つがる総合病院 看護師
青26　第29号 小山内　早苗 つがる西北五広域連合つがる総合病院 看護師
青26　第30号 木浪　梨紗 青森県立中央病院 看護師
青26　第31号 外川　広太郎 株式会社　あんさん訪問看護ステーション 看護師
青26　第32号 外山　美都 株式会社　あんさん訪問看護ステーション 看護師
青26　第33号 田澤　泰子 社団法人慈恵会　青森慈恵会病院 看護師
青26　第35号 小沢　華帆 青森県立中央病院 看護師
青26　第36号 三上　杏奈 独立行政法人国立病院機構　弘前病院 看護師
青26　第37号 髙谷　彩子 医療法人　桂木クリニック 看護師
青26　第38号 柳谷　和考 あおもり協立病院（協立訪問看護ステーション） リハビリ
青26　第39号 長田　大 あおもり協立病院 薬剤師
青26　第40号 植村　康子 青森県立中央病院 主幹専門員
青26　第41号 田中　千聖 青森県立中央病院 臨床心理士
青26　第42号 飯村　可南子 津軽保健生活協同組合　健生病院 薬剤師
青26　第43号 安田　卓 青森県立中央病院 作業療法士
青26　第44号 小澤　美佳 社団法人慈恵会青森慈恵会病院 看護師
青26　第45号 鳴海　仁美 青森県立中央病院 看護師
青26　第46号 千葉　真由子 独立行政法人国立病院機構弘前病院 看護師
青26　第47号 齋藤　玲香 黒石市国民健康保険黒石病院 看護師
青26　第48号 那須　幸子 黒石市国民健康保険黒石病院 看護師
青26　第49号 中野　陽子 （社）鶴田町社会福祉協議会訪問看護ステーション 看護師
青26　第50号 小田川　真子 津軽保健生活協同組合健生病院 薬剤師

修了者番号 氏名
所属

（研修受講時点）
職種

平成２６年度　青森県緩和ケア研修会（単位型）修了者名簿　【医師以外の医療従事者】

H26(医師以外)-1



修了者番号 氏名
所属

（研修受講時点）
職種

平成２６年度　青森県緩和ケア研修会（単位型）修了者名簿　【医師以外の医療従事者】

青26　第51号 寺山　芳子 一般財団法人双仁会黒石厚生病院 薬剤師
青26　第52号 津山　博匡 弘前大学医学部附属病院 薬剤師
青26　第53号 袴田　光樹 弘前大学医学部附属病院 MSW・社会福祉士

青26　第54号 鈴木　敏 八戸赤十字病院 薬剤師
青26　第57号 姉帯　紀子 旭日クリニック 看護師
青26　第58号 中原　恵美子 旭日クリニック 看護師
青26　第59号 髙田　佐智紀 旭日クリニック 看護師
青26　第60号 豊川　真純 三沢市立三沢病院 看護師
青26　第61号 高梨　朋子 三沢市立三沢病院 看護師
青26　第62号 松林　真理子 三沢市立三沢病院 看護師
青26　第63号 小島　愛子 三沢市立三沢病院 看護師
青26　第64号 佐藤　梓 三沢市立三沢病院 看護師
青26　第65号 沼田　恵 三沢市立三沢病院 看護師
青26　第66号 村井　江梨子 三沢市立三沢病院 看護師
青26　第67号 菊池　悠子 むつ総合病院 薬剤師
青26　第68号 齊藤　亮 むつ総合病院 薬剤師
青26　第69号 上平　由佳 むつ総合病院 看護師
青26　第70号 長谷川　絵利菜 むつ総合病院 看護師
青26　第71号 船橋　早苗 むつ総合病院 看護師
青26　第72号 工藤　千尋 むつ総合病院 看護師
青26　第73号 吉田　久美子 むつ総合病院 看護師
青26　第74号 小笠原　裕史 むつ総合病院 看護師
青26　第75号 工藤　恭介 むつ総合病院 看護師
青26　第76号 蛸島　郁美 むつ総合病院 看護師
青26　第77号 川端　純子 青森慈恵会病院 看護師
青26　第78号 太田　陽江 みちのく訪問看護ステーション 看護師
青26　第79号 新谷　郁子 東通村診療所 看護師
青26　第80号 中村　英美 東通村診療所 看護師
青26　第81号 工藤　源輝 むつ総合病院 社会福祉士
青26　第82号 清水　康弘 むつ総合病院 作業療法士

修了者計８２名、名簿公開者７８名。
※名簿の公開に同意した者のみ掲載しています。

H26(医師以外)-2


