
参加者名簿 技能研修会アドバンスト編

開催日 2021年12月5日(日)～2021年12月5日(日)

開催場所 zoom

受講番号 氏名 カナ 勤務先 グループ

11 鈴木さとみ スズキ サトミ 大崎市民病院 1
12 石尾有司 イシオ ユウジ ナカジマ薬局 1
13 高崎智士 タカサキ サトシ 医療法人社団明愛会大平メディカルケア病院 1
14 長藤多香美 ナガフジ タカミ 地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立安佐市民病院 1
15 中村敏史 ナカムラ サトシ 春日井市民病院 1
16 宮前玲子 ミヤマエ レイコ 武蔵野赤十字病院 1
21 岩下恵 イワシタ メグミ 田園調布中央病院 2
22 石川惣一 イシカワ ソウイチ 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 2
23 野口景子 ノグチ ケイコ 医療法人萬田記念病院 2
24 大瀧淳也 オオタキ ジュンヤ 望星秦野薬局 2
25 八木久美 ヤギ クミ 恵生会病院 2
26 大東敏和 オオヒガシ トシカズ 広島大学病院 2
31 平山大徹 ヒラヤマ ダイテツ 医療法人社団一洋会 HECサイエンスクリニック 3
32 佐藤雄一 サトウ ユウイチ フロンティア薬局中の島店 3
33 砂川智子 スナガワ サトコ 琉球大学病院 3
34 上代大地 ジョウダイ ダイチ 広島大学病院 3
35 武市佳己 タケイチ カナ 愛媛大学医学部附属病院 3
36 田中伸明 タナカ ノブアキ 春日井市民病院 3
41 大槻多美子 オオツキ タミコ 前田病院 4
42 泉亮介 イズミ リョウスケ 杏林大学医学部附属病院 4
43 吉武由華 ヨシタケ ユカ 岡山市立市民病院 4
44 高橋由香 タカハシ ヨシカ 一般財団法人脳神経疾患研究所　附属総合南東北病院 4
45 葛葉守 クズバ マモル 医療法人萬田記念病院 4
46 山口嘉夫 ヤマグチ ヨシオ 加藤薬局　笹井店 4
51 齋藤智之 サイトウ トモユキ 順天堂大学 5
52 濱武久美子 ハマタケ クミコ 日立製作所日立総合病院 5
53 内山美智恵 ウチヤマ ミチエ 北九州市立医療センター 5
54 野村浩夫 ノムラ ヒロオ 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 5
55 冨永貴子 トミナガ タカコ 公立岩瀬病院 5
56 森田肇 モリタ ハジメ 株式会社クリエイトエス・ディー 5
61 幸村瑶子 ユキムラ ヨウコ 加古川中央市民病院 6
62 深井康臣 フカイ ヤスオミ 市立大町総合病院 6
63 八鍬紘治 ヤクワ コウジ 日本調剤株式会社　東北支店　 6
64 石井秀明 イシイ ヒデアキ 春日井市民病院 6
65 濱谷忠佑 ハマヤ タダスケ せたな町立国保病院 6
66 垣花真紀子 カキハナ マキコ 沖縄県立北部病院 6
71 佐藤伸輔 サトウ シンスケ 東北医科薬科大学　若林病院 7
72 田中雅代 タナカ マサヨ 千葉市立海浜病院 7
73 樋口裕子 ヒグチ ヒロコ クラフト株式会社 7
74 牛嶋麻紀 ウシジマ マキ 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院 7
75 中島啓二 ナカシマ ケイジ 大垣市民病院 7
76 服部芳明 ハットリ ヨシアキ 春日井市民病院 7
81 石橋真実 イシバシ マミ 岡山赤十字病院 8
82 栢由起子 カヤ ユキコ 北九州市立八幡病院 8
83 稲秀士 イナ シュウジ 東光会　戸田中央総合病院 8
84 島規子 シマ ノリコ ひまわり調剤かわさき薬局 8
85 岩崎洋靖 イワサキ ヒロヤス そうごう薬局函館石川店 8

8
91 福永由美 フクナガ ユミ 日本調剤株式会社 9
92 内山幸子 ウチヤマ サチコ 医療法人　川崎病院 9
93 木村正彦 キムラ マサヒコ 自治医科大学附属さいたま医療センター 9
94 山下恵梨香 ヤマシタ エリカ 医療法人徳洲会　野崎徳洲会病院 9
95 十亀直敬 ソガメ ナオタカ 十全総合病院 9
96 木下薫 キノシタ カオル 医療法人慈光会　甲府城南病院 9
101 山崎直希 ヤマザキ ナオキ 石巻赤十字病院 10
102 櫻井初奈 サクライ ハツナ クラフト株式会社 10
103 山下真由美 ヤマシタ マユミ 虹が丘病院 10
104 寺田芳弘 テラダ ヨシヒロ 山梨大学医学部附属病院 10
105 九鬼亜衣子 クキ アイコ 済生会茨木病院 10
106 坂本将規 サカモト マサキ 北里大学メディカルセンター 10

青字は、薬局.大学
黒字は、病院・医院・クリニック

ZOOMの画面には

「受講番号 氏名」

を表示してください。

出欠確認は、これで

行います。
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