
No. 分野 氏名 所属先施設名
1 救急看護 倉増 栄子 国立大学法人山口大学医学部附属病院
2 救急看護 高橋 従子 国立大学法人山口大学医学部附属病院
3 救急看護 福本 知子 独立行政法人国立病院機構関門医療センター
4 救急看護 山中 聖美 国立大学法人山口大学医学部附属病院
5 救急看護 藤田 優子 国立大学法人山口大学医学部附属病院
6 救急看護 本田 絵美 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
7 救急看護 坂本 直美 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
8 救急看護 柴野 創 独立行政法人国立病院機構関門医療センター
9 救急看護 中谷 ますみ 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院
10 救急看護 桂 真佐美 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院
11 救急看護 守田 以津美 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
12 救急看護 磯本 一夫 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院
13 救急看護 中野 智子 独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院
14 救急看護 十時 良子 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター
15 救急看護 藤本 美智代 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院
16 皮膚・排泄ケア 宮城 陽水 独立行政法人国立病院機構関門医療センター
17 皮膚・排泄ケア 原田 清美 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
18 皮膚・排泄ケア 下田 智美 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院
19 皮膚・排泄ケア 土井 夕希 光市立光総合病院
20 皮膚・排泄ケア 渡部 菜穂子 美祢市立病院
21 皮膚・排泄ケア 河井 早苗 一般財団法人防府消化器病センター
22 皮膚・排泄ケア 松本 祥一 国立大学法人山口大学医学部附属病院
23 皮膚・排泄ケア 池田 千尋 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
24 皮膚・排泄ケア 河島 史恵 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター
25 皮膚・排泄ケア 宮本 佐知子 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター
26 皮膚・排泄ケア 岩田 真紀 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院
27 皮膚・排泄ケア 岩本 淑子 日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院
28 皮膚・排泄ケア 山中 なみ子 独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター
29 皮膚・排泄ケア 藤重 淳子 地方独立行政法人下関市立市民病院
30 皮膚・排泄ケア 江村 真弓 日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院
31 皮膚・排泄ケア 内山 啓子 独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院
32 皮膚・排泄ケア 藤井 聡美 国立大学法人山口大学医学部附属病院
33 皮膚・排泄ケア 山本 紀代美 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
34 皮膚・排泄ケア 栁井 幸恵 日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院
35 皮膚・排泄ケア 松本 久美 医療法人社団宇部興産中央病院
36 集中ケア 石井 はるみ 国立大学法人山口大学医学部附属病院
37 集中ケア 松波 由加 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院
38 集中ケア 佐甲 美和 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院
39 集中ケア 橋本 美和 国立大学法人山口大学医学部附属病院
40 集中ケア 村川 紀雄 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター
41 集中ケア 岡崎 美幸 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
42 集中ケア 吉本 晃子 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター
43 集中ケア 宮本 青佳 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
44 集中ケア 吉村 一徳 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター
45 集中ケア 藤野 美奈 独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院
46 集中ケア 髙橋 健二 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター
47 集中ケア 福永 沙織 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
48 集中ケア 三井 美香 独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院
49 集中ケア 前田 友美 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
50 集中ケア 石丸 弘子 独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター
51 集中ケア 髙見 由佳 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
52 集中ケア 石田 幹人 独立行政法人国立病院機構関門医療センター
53 集中ケア 弘中 祐介 日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院
54 緩和ケア 託見 佳代子 日本赤十字社小野田赤十字病院
55 緩和ケア 吉村 恵子 医療法人聖比留会セントヒル病院
56 緩和ケア 山本 千春 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
57 緩和ケア 中嶋 真美子 山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院
58 緩和ケア 長倉 博絵 地方独立行政法人下関市立市民病院
59 緩和ケア 入江 弘子 日本赤十字社小野田赤十字病院
60 緩和ケア 松野 多希子 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院
61 緩和ケア 和田 恵子 地方独立行政法人下関市立市民病院
62 緩和ケア 西藤 美恵子 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター
63 緩和ケア 柴田 敏子 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
64 緩和ケア 長田 繁美 山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院
65 緩和ケア 正木 克美 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター
66 緩和ケア 山本 妙子 医療法人社団松涛会安岡病院
67 緩和ケア 村田 佳代子 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター
68 緩和ケア 小川 佐知子 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター
69 緩和ケア 佐々木 文子 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
70 緩和ケア 小野 芳子 日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院
71 緩和ケア 原 淳子 日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院
72 緩和ケア 森國 秀美 医療法人社団松涛会安岡病院
73 がん化学療法看護 三上 寿美恵 日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院
74 がん化学療法看護 渡壁 美香 独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院
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75 がん化学療法看護 村田 充佐子 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院
76 がん化学療法看護 國次 葉月 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
77 がん化学療法看護 正木 晴美 国立大学法人山口大学医学部附属病院
78 がん化学療法看護 上本 かおり 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
79 がん化学療法看護 村田 佳子 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター
80 がん化学療法看護 花島 まり 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院
81 がん化学療法看護 阿部 久美 国立大学法人山口大学医学部附属病院
82 がん化学療法看護 奥村 真美 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター
83 がん化学療法看護 清水 倫子 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
84 がん化学療法看護 岡本 広美 独立行政法人国立病院機構関門医療センター
85 がん化学療法看護 上野 妙子 地方独立行政法人下関市立市民病院
86 がん化学療法看護 梅村 和枝 医療法人社団宇部興産中央病院
87 がん化学療法看護 宮本 真里子 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター
88 がん化学療法看護 宇山 郁代 山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院
89 がん化学療法看護 平田 雅子 地方独立行政法人下関市立市民病院
90 がん化学療法看護 白石 幸江 日本赤十字社小野田赤十字病院
91 がん化学療法看護 山本 伸弥 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター
92 がん化学療法看護 園山 好恵 独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター
93 がん化学療法看護 沖村 美香 国立大学法人山口大学医学部附属病院
94 がん化学療法看護 竹内 織恵 山陽小野田市民病院
95 がん性疼痛看護 木下 和子 地方独立行政法人下関市立市民病院
96 がん性疼痛看護 新井 淳子 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター
97 がん性疼痛看護 河村 理恵 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター
98 がん性疼痛看護 藤田 浩美 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター
99 がん性疼痛看護 平田 久美 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター
100 がん性疼痛看護 宮内 貴子 国立大学法人山口大学医学部附属病院
101 がん性疼痛看護 (非表示) 独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター
102 訪問看護 岡藤 美智子 一般社団法人訪問看護おかふじ
103 訪問看護 原田 典子 有限会社オールライフサポート・生きいき原田訪問看護センター
104 訪問看護 末永 広美 美祢市訪問看護ステーション
105 感染管理 中尾 亜紀子 医療法人社団宇部興産中央病院
106 感染管理 梅野 伊都美 独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院
107 感染管理 弓削 美枝 医療法人聖比留会セントヒル病院
108 感染管理 中村 和美 財団法周南市医療公社周南市立新南陽市民病院
109 感染管理 田中 宏壮 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
110 感染管理 山本 三智子 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
111 感染管理 樋口 智子 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター
112 感染管理 松原 典子 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
113 感染管理 松﨑 さとみ 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
114 感染管理 二井 洋子 医療法人社団青寿会武久病院
115 感染管理 刀禰 美津子 医療法人社団松涛会安岡病院
116 感染管理 山本 扶美江 山陽小野田市民病院
117 感染管理 岡村 昭子 独立行政法人国立病院機構柳井医療センター
118 感染管理 林 義之 周防大島町立大島病院
119 感染管理 森重 裕子 独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院
120 感染管理 浅野 郁代 地方独立行政法人下関市立市民病院
121 感染管理 坪根 淑恵 独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター
122 感染管理 垣内 真理子 光市立光総合病院
123 感染管理 戸川 桂一 山口県立こころの医療センター
124 感染管理 新宅 雅美 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院
125 感染管理 奥川 広子 医療法人医誠会都志見病院
126 感染管理 渡邉 恵代 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院
127 感染管理 松田 純一 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院
128 感染管理 竹本 美香 医療法人聖比留会厚南セントヒル病院
129 感染管理 上山 ルリ 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
130 感染管理 藤井 智恵 国立大学法人山口大学医学部附属病院
131 感染管理 村上 雅代 美祢市立病院
132 感染管理 南郷 健 美祢市立病院
133 感染管理 神崎 多紀子 日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院
134 感染管理 家入 裕子 公立大学法人山口県立大学看護研修センター
135 感染管理 吉野 由紀子 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター
136 感染管理 浜 佳恵 公益法人岩国市医師会岩国市医療センター医師会病院
137 感染管理 小坂 まり子 公立大学法人山口県立大学看護研修センター
138 感染管理 松田 厚子 美祢市立美東病院
139 感染管理 中村 彰子 医療法人社団宇部興産中央病院
140 感染管理 國弘 健二 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
141 感染管理 伊瀬知 美加 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
142 感染管理 古田 貴子 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター
143 感染管理 田中 智子 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター
144 感染管理 藤部 純子 山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一総合病院
145 感染管理 伊藤 美登里 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院
146 感染管理 大谷 剛 萩市民病院
147 感染管理 谷岡 みゆき 国立大学法人山口大学医学部附属病院
148 感染管理 大庭 沙織 日本赤十字社小野田赤十字病院
149 感染管理 黨 陽子 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター
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150 感染管理 藤永 聡 山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院
151 感染管理 村田 初美 周防大島町立東和病院
152 感染管理 東倉 香織 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター
153 感染管理 三村 由佳 独立行政法人国立病院機構関門医療センター
154 感染管理 井町 章乃 医療法人社団曙会佐々木外科病院
155 感染管理 松本 有嘉 医療生活協同組合健文会宇部協立病院
156 糖尿病看護 浅江 文枝 国立大学法人山口大学医学部附属病院
157 糖尿病看護 髙丘 瑞穂 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
158 糖尿病看護 實近 彩子
159 糖尿病看護 安田 直子 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
160 糖尿病看護 山根 まみ子 医療法人社団宇部興産中央病院
161 糖尿病看護 村田 祐子 独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院
162 糖尿病看護 新谷 美智子 美祢市立病院
163 不妊症看護 時乗 敦子 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター
164 不妊症看護 柳 和子 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
165 不妊症看護 小川 紀世美 医療法人社団野口産婦人科医院
166 新生児集中ケア 三木 砂織 国立大学法人山口大学医学部附属病院
167 新生児集中ケア 米村 幸子 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
168 新生児集中ケア 岡村 教子 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター
169 新生児集中ケア 小川 陽子 日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院
170 新生児集中ケア 石田 裕子 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
171 透析看護 朝枝 正江 片山クリニック
172 透析看護 新田 靖之 独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター
173 透析看護 谷口 裕子 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
174 手術看護 半田 麻理栄 独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院
175 手術看護 丸岡 聖路 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
176 手術看護 野口 真理子 日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院
177 摂食・嚥下障害看護 小幡 知子 美祢市立病院
178 摂食・嚥下障害看護 松村 紀子 医療法人社団宇部興産中央病院
179 摂食・嚥下障害看護 田中 智子 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター
180 摂食・嚥下障害看護 植田 幸子 独立行政法人国立病院機構関門医療センター
181 摂食・嚥下障害看護 藤本 貴子 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
182 摂食・嚥下障害看護 柴田 嘉代子 独立行政法人労働者健康福祉機構山口労災病院
183 摂食・嚥下障害看護 髙橋 理恵 地方独立行政法人下関市立市民病院
184 摂食・嚥下障害看護 野村 美保 独立行政法人国立病院機構柳井医療センター
185 摂食・嚥下障害看護 米村 礼子 医療法人和同会宇部リハビリテーション病院
186 摂食・嚥下障害看護 中岡 篤美 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター
187 摂食・嚥下障害看護 中村 由子 国立大学法人山口大学医学部附属病院
188 摂食・嚥下障害看護 吉岡 慶美 日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院
189 小児救急看護 東 麻美 国立大学法人山口大学医学部附属病院
190 認知症看護 吉永 奈央 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
191 認知症看護 児玉 悦子 医療法人和同会宇部リハビリテーション病院
192 認知症看護 原 陽子 日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院
193 認知症看護 山田 かおり 社会福祉法人山陽福祉会サンライフ山陽
194 脳卒中リハビリテーション看護 百合野 美穂 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
195 脳卒中リハビリテーション看護 北原 香織 国立大学法人山口大学医学部附属病院
196 脳卒中リハビリテーション看護 原田 高志 独立行政法人国立病院機構関門医療センター
197 脳卒中リハビリテーション看護 藤永 理佳 美祢市立病院
198 脳卒中リハビリテーション看護 佐藤 春介 国立大学法人山口大学医学部附属病院
199 がん放射線療法看護 倉冨 彰 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
200 がん放射線療法看護 磯部 美紀 国立大学法人山口大学医学部附属病院
201 がん放射線療法看護 中冨 雅子 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター
202 慢性呼吸器疾患看護 佐伯 達矢 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター
203 慢性呼吸器疾患看護 築地 純子 下関市立豊田中央病院
204 慢性心不全看護 山口 健二 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院
205 慢性心不全看護 村橋 千里 国立大学法人山口大学医学部附属病院


