
番号 氏名 職種 所属（修了時） 所在地

緩コ2010－1 吉田　智美 看護師 滋賀県立成人病センター（現県立総合病院） 守山市

緩コ2010－2 辻森　弘容 看護師 滋賀県立成人病センター（現県立総合病院） 守山市

緩コ2010－3 大辻　貴司 薬剤師 滋賀県立成人病センター（現県立総合病院） 守山市

緩コ2010－4 湧口　朋子 看護師 市立長浜病院 長浜市

緩コ2010－5 杉山　順哉 看護師、診療放射線技師 市立長浜病院 長浜市

緩コ2010－6 鏡山　直美 看護師 市立長浜病院 長浜市

緩コ2010－7 堀　   高之 薬剤師 草津総合病院 草津市

緩コ2010－8 松山　明美 看護師 加藤乳腺クリニック 草津市

緩コ2010－9 田中　玉衣 看護師 加藤乳腺クリニック 草津市

緩コ2010－10 秋宗　美紀 看護師 彦根市立病院 彦根市

緩コ2010－11 堂野　いずみ 看護師 友仁山崎病院 彦根市

緩コ2010－12 小倉　由希子 看護師 友仁山崎病院 彦根市

緩コ2010－13 田中　身和子 看護師 友仁山崎病院 彦根市

緩コ2010－14 川嶋　元子 看護師 市立長浜病院 長浜市

緩コ2010－16 中田　瑠美 看護師 市立長浜病院 長浜市

緩コ2010－17 井上　容子 看護師 加藤乳腺クリニック 草津市

緩コ2010－18 布施　紀子 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2010－20 林　　 藍子 看護師 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2010－21 西村　美弥子 看護師 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2010－22 織田　梨恵 薬剤師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2010－23 田﨑　亜希子 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2010－24 岩下　由梨 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2010－25 田中　みゆき 看護師 守山市民病院 守山市

緩コ2010－26 川田　節子 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2010－27 城　   亜希 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2010－28 冨永　千鶴 看護師 滋賀県立成人病センター（現県立総合病院） 守山市

緩コ2010－29 藤村　淳子 看護師 国保浅井東診療所 長浜市

緩コ2010－30 水上　幸子 看護師 地域包括ケアセンターいぶき 米原市

緩コ2010－31 宮﨑　恵子 看護師 市立長浜病院 長浜市

緩コ2010－32 河野　智一 看護師 市立長浜病院 長浜市

緩コ2010－33 横山　律子 看護師 済生会滋賀県病院 栗東市
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番号 氏名 職種 所属（修了時） 所在地

緩コ2010－34 千種　節子 看護師 近江草津徳洲会病院 草津市

緩コ2010－35 服部　聖子 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2010－36 眞鍋　直子 看護師 加藤乳腺クリニック 草津市

緩コ2010－37 年永　祥代 薬剤師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2010－38 川合　弘美 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2010－39 花戸　幸恵 看護師 永源寺診療所 東近江市

緩コ2010－40 金谷　由美子 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2010－41 山中　稔子 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2011－1 青木　紀美子 看護師 訪問看護ステーションけいあい 東近江市

緩コ2011－2 藤田　宗宏 薬剤師 大津ますだ薬局 大津市

緩コ2011－3 岡村　 理 社会福祉士 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2011－5 堀　   敦雄 薬剤師 長浜赤十字病院 長浜市

緩コ2011－6 藤原　信二 薬剤師 長浜赤十字病院 長浜市

緩コ2011－7 堀　   順子 薬剤師 長浜市立湖北病院 長浜市

緩コ2011－8 中西　晴美 看護師 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市

緩コ2011－9 近野　由美 看護師 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市

緩コ2011－10 原田　奈津子 薬剤師 草津総合病院 草津市

緩コ2011－11 日下部　祐子 看護師 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市

緩コ2011－12 梶原　英輝 社会福祉士 大津赤十字病院 大津市

緩コ2011－13 横田　こず江 看護師 財団法人豊郷病院 豊郷町

緩コ2011－14 上林　美知江 看護師 財団法人豊郷病院 豊郷町

緩コ2011－15 木本　美由紀 看護師 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市

緩コ2011－18 森　   清美 看護師 豊郷病院訪問看護ステーションレインボウとよさと 豊郷町

緩コ2011－19 近藤  博紀 薬剤師 彦根市立病院 彦根市

緩コ2011－20 井上　槙護 薬剤師 草津総合病院 草津市

緩コ2011－21 林　   千裕 薬剤師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2011－23 桐本  正美 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2011－24 小崎  信子 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2011－25 福竹  法子 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2011－26 林　   駒紀 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2011－27 尾崎　由佳 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2011－28 小前　美枝子 看護師 甲南病院 甲賀市

緩コ2011－29 林中　陽子 看護師 しづ井上内科 草津市

緩コ2011－30 山澤　弘子 看護師 大津市民病院 大津市



番号 氏名 職種 所属（修了時） 所在地

緩コ2011－31 大島　香美 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2011－32 松田　昌子 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2011－33 長谷川  順子 看護師 滋賀県済生会訪問看護ステーション 栗東市

緩コ2011－34 西岡  摩矢 看護師 日野記念病院 日野町

緩コ2011－35 池元　直美 看護師 日野記念病院 日野町

緩コ2011－36 音瀬　眞理子 看護師 滋賀県立成人病センター（現県立総合病院） 守山市

緩コ2011－37 林　   多嘉子 薬剤師 甲南病院 甲賀市

緩コ2011－38 岩﨑　秀子 薬剤師 草津総合病院 草津市

緩コ2011－39 笹田　侑子 臨床心理士 大津市民病院 大津市

緩コ2011－40 天野　可奈子 臨床心理士 滋賀県立成人病センター（現県立総合病院） 守山市

緩コ2011－41 川嶋　頼子 看護師 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市

緩コ2011－42 長谷川  博美 歯科衛生士 市立長浜病院 長浜市

緩コ2011－43 杉本　裕梨 歯科衛生士 市立長浜病院 長浜市

緩コ2011－44 三家　直樹 薬剤師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2011－45 山口　瑞彦 薬剤師 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市

緩コ2011－46 藤本　由美子 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2011－47 足立　看菜子 看護師 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市

緩コ2011－48 松尾　淳子 看護師 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市

緩コ2011－49 髙谷　伊砂子 看護師 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2011－51 岡　   明美 看護師 公立高島総合病院 高島市

緩コ2011－52 馬場　一二三 看護師 大津赤十字志賀病院 大津市

緩コ2011－53 宮下　万利子 看護師 玉川医院 大津市

緩コ2011－54 岩井　育美 看護師 ゆうらいふナースステーション 守山市

緩コ2011－55 清水　恵子 薬剤師 東近江市立蒲生病院 東近江市

緩コ2011－56 福井　 芳 臨床心理士 甲南病院 甲賀市

緩コ2011－57 駒井　孝子 看護師 淺田クリニック 甲賀市

緩コ2012－1 田邊　妙子 看護師 今津病院 高島市

緩コ2012－2 笠本　留美子 看護師 ゆうらいふナースステーション 守山市

緩コ2012－3 窪田　せつ子 看護師 湖南市訪問看護 ステーション 湖南市

緩コ2012－4 長谷川　千晶 薬剤師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2012－5 中山　真理子 薬剤師 滋賀県立成人病センター（現県立総合病院） 守山市

緩コ2012－6 入江　桃好 看護師 市立長浜病院 長浜市

緩コ2012－7 久保田　理恵 薬剤師 市立長浜病院 長浜市

緩コ2012－8 田邉　啓太 診療 放射線技師 市立長浜病院 長浜市



番号 氏名 職種 所属（修了時） 所在地

緩コ2012－9 山田　理恵 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2012－10 今井　明美 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2012－11 後久　喜美子 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2012－12 中村　美華 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2012－13 樋口　八枝 看護師 大津赤十字志賀病院 大津市

緩コ2012－14 岡本　綾子 看護師 大津赤十字志賀病院 大津市

緩コ2012－15 田中　美知代 看護師、臨床心理士 市立長浜病院 長浜市

緩コ2012－16 後藤　純子 看護師 湖南市訪問看護 ステーション 湖南市

緩コ2012－17 吉栖　 梢 看護師 日野記念病院 日野町

緩コ2012－18 冨田　 香 管理栄養士 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2012－19 新山　和枝 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2012－20 内門　隆廣 理学療法士 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2012－21 織田  祥子 薬剤師 草津総合病院 草津市

緩コ2012－22 山本  圭恵 薬剤師 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市

緩コ2012－23 松本  晃子 看護師 友仁山崎病院 彦根市

緩コ2012－24 東川  由樹 看護師 友仁山崎病院 彦根市

緩コ2012－25 森口  朋子 看護師 彦根市立病院 彦根市

緩コ2012－26 藤井  滋生 ＭＳＷ 彦根市立病院 彦根市

緩コ2012－27 柘植　万里子 看護師 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市

緩コ2012－28 村田　佳恵 看護師 公立甲賀病院 訪問看護ステーション 甲賀市

緩コ2012－29 三輪　真澄 看護師 滋賀県立成人病センター（現県立総合病院） 守山市

緩コ2012－30 宮本　寛子 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2012－31 田中　なおみ 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2012－32 和田　隆正 看護師 滋賀県立精神医療センター 草津市

緩コ2012－33 木村　由梨 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2012－34 今井　陽子 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2012－35 宿谷　広美 看護師 湖南市役所地域医療推進課 湖南市

緩コ2012－36 川那辺　和代 看護師 湖南市役所地域医療推進課 湖南市

緩コ2012－37 今堀　智恵子 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2012－38 山本　尚美 作業療法士 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2012－39 田中　優月 社会福祉士 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2012－40 津田　愛子 薬剤師 東近江市立蒲生病院 東近江市

緩コ2012－41 石田　さき子 薬剤師 蒲生ハート薬局 東近江市

緩コ2012－42 村瀬　利惠子 薬剤師 ムラセ薬局南草津店 草津市



番号 氏名 職種 所属（修了時） 所在地

緩コ2012－43 森井　博朗 薬剤師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2012－44 今井　伸也 理学療法士 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2012－45 山本　茂子 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2012－46 門田　倫代 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2012－47 廣嶋　澄美子 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2012－48 辻　   佐弥香 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2012－49 山川　弥生 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2012－50 細田　幸子 言語聴覚士 大津赤十字病院 大津市

緩コ2012－51 福原　真由美 看護師 ふれあい診療所 栗東市

緩コ2013－3 三上　孝子 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2013－4 北出　裕美 看護師 野洲病院 野洲市

緩コ2013－5 藤域　みどり 看護師 大津市訪問看護ステーション 大津市

緩コ2013－6 橋本　陽子 看護師 大津市訪問看護ステーション 大津市

緩コ2013－7 山田　里美 看護師 豊郷病院訪問看護ステーション 豊郷町

緩コ2013－8 藤村　律子 看護師 美崎ファミリークリニック 大津市

緩コ2013－9 桐村　麻友香 看護師 草津市訪問看護ステーション 草津市

緩コ2013－10 山本　真理子 看護師 滋賀県済生会訪問看護ステーション 栗東市

緩コ2013－11 青野　香織 看護師 滋賀県立成人病センター（現県立総合病院） 守山市

緩コ2013－12 八尾　尚樹 薬剤師 滋賀県立成人病センター（現県立総合病院） 守山市

緩コ2013－13 熊野　 文 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2013－14 山脇　文恵 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2013－15 古見　光昭 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2013－16 服部　稚香子 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2013－17 小寺　 薫 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2013－18 斉藤　京子 看護師 滋賀県済生会訪問看護ステーション 　サテライト青山大津市

緩コ2013－19 松田　彰子 看護師 訪問看護ステーション　コスモス 大津市

緩コ2013－20 中井　広導 看護師 滋賀県立精神医療センター 草津市

緩コ2013－22 寺川  頼子 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2013－24 川嵜　真太郎 薬剤師 長浜赤十字病院 長浜市

緩コ2013－25 垣見　留美子 看護師 長浜赤十字病院 長浜市

緩コ2013－26 大西  摩耶 薬剤師 草津総合病院 草津市

緩コ2013－27 太田  垣里絵 薬剤師 草津総合病院 草津市

緩コ2013－28 久保井  寛 薬剤師 草津総合病院 草津市

緩コ2013－29 野間  泰代 薬剤師 つばさ薬局　八日市店 東近江市



番号 氏名 職種 所属（修了時） 所在地

緩コ2013－30 戸澤　 梓 薬剤師 地域医療機能推進機構滋賀病院 大津市

緩コ2013－31 松坂  まゆ美 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2013－32 山本  仁美 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2013－33 中野  寛子 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2013－34 西川  誠人 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2013－35 谷口  智恵己 看護師  よつば訪問看護ステーション 草津市

緩コ2013－36 前川  景子 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2013－37 三上  貴子 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2013－39 西田　正美 薬剤師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2013－40 堀江　友紀 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2013－42 田辺　篤志 理学療法士 大津赤十字病院 大津市

緩コ2013－43 伊富貴 初美 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2013－44 山崎　  恵 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2013－45 平井　さゆり 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2013－46 吉田　道代 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2013－47 田中　紀子 看護師 今津病院 高島市

緩コ2013－48 福嶌　敦子 看護師 守山市民病院 守山市

緩コ2013－49 岡本  直子 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2013－50 池端  千佳 薬剤師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2013－51 前原  優子 薬剤師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2013－52 中島  三香子 理学療法士 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2013－53 杉本　 尚子 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2014－1 安井　仁美 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2014－2 吉岡　栄子 看護師 甲南病院 甲賀市

緩コ2014－3 山本　知世 看護師 高島市民病院 高島市

緩コ2014－4 村田　裕子 看護師 高島市民病院 高島市

緩コ2014－5 北村　茂子 看護師 ケアサポートリブ 大津市

緩コ2014－6 輪違　身江子 看護師 滋賀県済生会訪問看護ステーション 栗東市

緩コ2014－7 乾     美紀 薬剤師 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2014－8 朝日　信一 薬剤師 東近江総合医療センター 東近江市

緩コ2014－9 伊達　真弥 理学療法士 野洲病院 野洲市

緩コ2014－10 堀田　明華子 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2014－11 山田　久美子 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2014－12 奥村　三津子 看護師 大津赤十字病院 大津市



番号 氏名 職種 所属（修了時） 所在地

緩コ2014－13 吉原　明美 看護師 高島市民病院 高島市

緩コ2014－14 大川　裕美 看護師 ゆうらいふナースステーション 守山市

緩コ2014－15 中嶋　千凡 看護師 訪問看護ステーション　コスモス 大津市

緩コ2014－16 荒井   ルミ 看護師 訪問看護ステーション　コスモス 大津市

緩コ2014－17 裏加   久子 看護師 訪問看護ステーション　コスモス 大津市

緩コ2014－18 辻本　 晶子 看護師  よつば訪問看護ステーション 草津市

緩コ2014－19 長野　 文子 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2014－20 近松　 千尋 看護師 野洲病院 野洲市

緩コ2014－21 田中　 久美子 ＭＳＷ 彦根市立病院 彦根市

緩コ2014－22 黒丸　 昌美 看護師 高島市民病院 高島市

緩コ2014－23 秋田　 典子 看護師 高島市民病院 高島市

緩コ2014－24 鈴木　 圭太 臨床心理士 市立長浜病院 長浜市

緩コ2014－25 中村   浩子 看護師 高島市民病院 高島市

緩コ2014－26 末武   美里 看護師 高島市民病院 高島市

緩コ2014－27 岡地   淳子 看護師 訪問看護ステーション　ヴォーリズ 近江八幡市

緩コ2014－28 雨森　 千恵美 看護師
医療法人社団弓削メディカルクリニック
訪問看護ステーション　ゆげ

竜王町

緩コ2014－29 上山　 夕貴 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2014－30 長谷川  愛 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2014－31 松吉   早恵子 看護師 湖東記念病院 東近江市

緩コ2014－32 時田　 由美子 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2014－34 澤井　 奈奈江 看護師 高島市民病院 高島市

緩コ2014－35 前川　 直美 看護師 高島市民病院 高島市

緩コ2014－36 渡邉 　めぐみ 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2014－37 永山　 夕水 看護師 彦根市立病院 彦根市

緩コ2014－39 木下   千恵美 看護師 彦根市立病院 彦根市

緩コ2014－40 中村   正子 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2014－41 川上　 紀代美 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2014－42 吉廣　 直子 看護師 高島市民病院 高島市

緩コ2014－43 梅村　 佳子 看護師 高島市民病院 高島市

緩コ2014－44 玉木　 真希 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2014－45 長岡　 真美 看護師 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2014－46 乙部　 直美 看護師 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2015－1 鞆井　奈緒美 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2015－2 砂原　愛美 看護師 大津赤十字病院 大津市



番号 氏名 職種 所属（修了時） 所在地

緩コ2015－3 渡部　なおみ 薬剤師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2015－4 冨田　知里 薬剤師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2015－5 寺村　早貴 薬剤師 市立長浜病院 長浜市

緩コ2015－6 柴田　紀子 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2015－7 若杉　吉宣 薬剤師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2015－8 白石　知子 看護師、保健師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2015－10 片矢　奈緒美 看護師 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2015－11 西岡　未来 看護師 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2015－12 小嶋　　緑 看護師 高島市民病院 高島市

緩コ2015－13 木下　宏恵 看護師 高島市民病院 高島市

緩コ2015－14 谷　由紀子 社会福祉士 草津総合病院 草津市

緩コ2015－15 山本　雄介 社会福祉士 草津総合病院 草津市

緩コ2015－16 馬場　容子 理学療法士 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市

緩コ2015－19 中村　麻子 看護師 びわこ学園医療福祉センター野洲 野洲市

緩コ2015－20 山村　紀美子 薬剤師 有限会社メディネット ファースト薬局 竜王町

緩コ2015－22 前田　有紀子 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2015－23 利田　みゆき 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2015－24 菊地　映美 看護師 甲賀市社会福祉協議会 甲賀市

緩コ2015－25 仲井　咲子 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2016－1 大林　千紗 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2016－2 小林　昌幸 臨床心理士 滋賀県立成人病センター（現県立総合病院） 守山市

緩コ2016－3 芝田　和果 臨床心理士 滋賀県立成人病センター（現県立総合病院） 守山市

緩コ2016－4 越山　陽子 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2016－5 柴本  裕美 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2016－6 長岡  紀江 看護師 東近江総合医療センター 東近江市

緩コ2016－7 福井  久枝 看護師 東近江総合医療センター 東近江市

緩コ2016－8 嶋田  和孝 社会福祉士 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市

緩コ2016－9 山岸　美紀 看護師 市立長浜病院 長浜市

緩コ2016－10 堀　一郎 社会福祉士 市立長浜病院 長浜市

緩コ2016－11 小林　千帆 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2016－12 山田　寿美 看護師 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2016－13 兵庫　友美 看護師 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2016－14 髙田　小百合 管理栄養士 草津総合病院 草津市

緩コ2016－15 中村　久徳 薬剤師 済生会滋賀県病院 栗東市



番号 氏名 職種 所属（修了時） 所在地

緩コ2016－16 木下　舞 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2016－17 小倉　知子 看護師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2016－18 水口　静子 看護師 大津市民病院 大津市

緩コ2016－19 阿部　史誉 薬剤師 大津市民病院 大津市

緩コ2016－20 神原　諒 薬剤師 大津市民病院 大津市

緩コ2016－22 吉村　明浩 社会福祉士 草津総合病院 草津市

緩コ2016－23 藤井　美穂 看護師 大津ファミリークリニック 大津市

緩ｺ2017-1    岩崎　寛 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩ｺ2017-2    宇野　淳美 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩ｺ2017-3    大熊　里実 看護師 大津赤十字病院 大津市

緩コ2017-6    笹田　彩 看護師 滋賀県立総合病院（旧県立成人病センター） 守山市

緩コ2017-7    加藤　孝子 看護師 東近江総合医療センター 東近江市

緩コ2017-8    堺　恵 看護師 東近江総合医療センター 東近江市

緩コ2017-9    右近　栄 看護師 訪問看護ステーションレインボウひこね 彦根市

緩コ2017-10    乾　昌典 社会福祉士 彦根市立病院 彦根市

緩コ2017-11    吉田　律美 看護師 市立大津市民病院 大津市

緩コ2017-12    髙尾　しほ 薬剤師 市立大津市民病院 大津市

緩コ2017-13    筧　亜紀 看護師 市立大津市民病院 大津市

緩コ2017-14    池田　遼太 薬剤師 市立長浜病院 長浜市

緩コ2017-15    北野　香苗  看護師 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2017-16    赤尾　真理 看護師 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2017-17    宝泉　美由紀 看護師 済生会滋賀県病院 栗東市

緩コ2017-18    保井　理恵 看護師 甲南病院 甲賀市

緩コ2017-19    加藤　文子 看護師 よつば訪問看護ステーション 草津市

緩コ2017-20    北村　直子 看護師 守山市民病院 守山市

緩コ2017-21    木村　紘子 薬剤師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2017-22    中川　碧 薬剤師 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市

緩コ2017-23    村井　智絵 看護師 東近江総合医療センター 東近江市

緩コ2017-24    渡邉　歩 薬剤師 草津総合病院 草津市

緩コ2017-25    帆足　萌 薬剤師 草津総合病院 草津市

緩コ2017-27    鈴木　淳子 看護師 よつば訪問看護ステーション 草津市

緩コ2017-28    井上　陽子 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2017-29    牧野　圭子 看護師 草津総合病院 草津市

緩コ2017-30    吉松　真由美 看護師 草津総合病院 草津市



番号 氏名 職種 所属（修了時） 所在地

緩コ2017-31    伊藤　之彦 臨床心理士 （株）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 大阪

緩コ2017-32    木田　有日子 薬剤師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2017-33    桑原　宏昌 薬剤師 あいこうか薬局 甲賀市

緩コ2017-36    井本　弓子 看護師 NPO法人淡海かいつぶりセンター 大津市

緩コ2017-37    嶋村　美知代 看護師 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2017-38    太田　光信 作業療法士 公立甲賀病院 甲賀市

緩コ2017-39    髙島　健太 理学療法士 公立甲賀病院 甲賀市


