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青江　基 浅野　俊明 浅見　貴弘 阿部　聖裕 荒川　裕佳子 有田　健一
有本　太一郎 安斎　千恵子 石川　愛子 石川　哲 石川　悠加 石﨑　武志
市川　裕久 伊藤　優 井上　卓 井上　登太 上田　幹雄 江崎　貞治
海老原　覚 大嶋　康義 小賀　徹 小川　浩正 小川　佳子 甲斐　達也
加志崎　史大 桂　秀樹 河崎　雄司 木下　陽 木下　隆 木村　有成
木村　智樹 木村　弘 切士　紗織 合田　吉徳 上月　正博 小澤　聡子
小林　織絵 齋藤　孝仁 坂井　邦彦 佐々木　啓介 篠原　岳 白畑　亨
末久　弘 角　謙介 住田　敦 高田　誠一 多久　肇一 田口　雅彦
竹田　宏 武知　由佳子 竹中　隆一 竹山　博泰 谷本　安 陳　和夫
塚越　正章 坪井　永保 永田　一真 中西　徳彦 中村　敬哉 中村　美穂
中山　秀章 平田　奈穂美 平松　哲夫 笛木　直人 笛木　真 福家　聡
堀江　健夫 前原　光治郎 増渕　裕朗 三浦　伸一郎 三浦　平寛 水嶋　潔
宮本　顕二 元木　由美 元根　正晴 森田　恭平 森田　正勝 森　由弘
吉澤　明孝 吉澤　孝之 吉嶺　文俊 吉村　力

新　智美 池谷　翼 今戸　美奈子 榎原　玉美 遠藤　直子 大池　由旗
荻野　真紀 荻野　洋子 小倉　香 尾崎　惠子 角田　久美子 梶尾　晴美
金子　弘美 鎌田　直子 亀井　智子 清塚　美希 金城　千恵子 國本　貴子
小福　美貴 斎村　玉緒 坂野　純子 實方　晴美 佐野　恵美香 澤村　千佳子
髙木　聡 田山　恵津子 中野　香織 西尾　真結枝 原田　さをり 本田　一浩
丸山　ゆかり 三塚　由佳 宮城　芳江 森田　佳子 森本　美智子 山川　慶子
山田　正実 山田　美千代 山本　陽子 吉成　美津子 渡辺　恵み

矢島　桃太

秋山　歩夢 安達　拓 足立　智宏 安藤　可織 石川　淳 石田　英恵
石間　照子 市川　毅 一場　友実 伊藤　綾子 稲垣　武 井上　環
井元　淳 今井　宏太 今泉　裕次郎 岩崎　強 上坂　裕充 上村　大輔
内川　智博 馬屋原　康高 梅津　美奈子 大久保　圭子 太田　裕也 岡　和博
岡村　正嗣 岡本　香保里 小川　智也 沖　侑大郎 奥條　朝子 越智　昭彦
押見　雅義 恩田　朋子 垣内　優芳 梶　功平 鹿嶋　貴紘 柏木　智一
片岡　弘明 加藤　康吉 加藤　大悟 金田　瑠美 上川　紀道 河田　明子
木口　大輔 北村　潤 北村　朋子 木村　圭 木村　雅彦 葛巻　寿満
小坂　佳代子 兒玉　吏弘 小林　真 是澤　克彦 齋藤　康人 酒井　直樹
崎元　直樹 佐竹　將宏 佐藤　友則 佐藤　義文 嶋﨑　勇介 白石　匡
白仁田　秀一 鈴木　努 鈴木　剛 鈴木　典子 陶山　和晃 瀬崎　学
髙川　晃敏 高橋　克幸 瀧澤　弥恵 竹内　伸行 竹内　万里子 武部　晃平
帯刀　未来 田中　秀幸 田中　真理子 玉木　彰 槻木　重裕 辻　聡浩
辻　正文 筒井　宏益 都築　宏正 椿　淳裕 鶴田　かおり 鶴　良太
當間　かおり 時枝　美貴 徳永　伸一 富永　嘉也 中尾　淳一 長根　祐子
中山　和洋 野崎　みはる 野路　慶明 野元　大 萩森　康孝 濱田　綾
濱田　麻紀子 林　佑樹 原　祐樹 東川上　千夏 平澤　純 平野　裕則
平野　正広 廣瀬　良平 廣田　千香 藤本　由香里 古川　誠一郎 堀内　孝枝
本田　憲胤 増本　枝里子 松岡　勇人 松尾　大輔 松尾　善美 松川　訓久
松本　香好美 眞鍋　悟志 三浦　利彦 三上　卓也 水谷　公司 宮崎　慎二郎
村井　明人 村上　友美恵 森野　陽 森本　達次 柳澤　幸夫 山内　康太
山口　真理 山科　吉弘 山田　みゆき 吉田　一正 吉本　拓登 渡邉　文子

市川　博祥 今西　里佳 金子　隆生 川邊　利子 喜納　俊介 熊野　宏治
後藤　葉子 佐々木　貴義 佐藤　佑香 高橋　広樹 竹内　靖乃 森　直樹
山崎　直子 吉野　智佳子

阿部　博樹 加藤　孝昭 下田　優作 春田　良雄 丸山　卓也 山本　晃市

大石　沙織 小野里　譲司 加藤　傑 佐澤　卓哉 中西　大介

鈴木　真由 富永　有香 藤岡　茜

大島　綾子 古舘　隆子 吉井　久子

藤井　光子

◆薬剤師（5名）

◆言語聴覚士（3名）

◆管理栄養士・栄養士（3名）

◆その他（1名）

◆准看護師（1名）

◆臨床工学技士（6名）

認定期間：2018年4月1日～2023年3月31日
◆医師（82名）

◆看護師（41名）

◆理学療法士（132名）

◆作業療法士（14名）


