
【専⾨・認定看護師名簿】 
 

資格 領域 ⽒名 ﾌﾘｶﾞﾅ 施設名 コメント 

専⾨看護師 101 がん看護 菊内 由貴 ｷｸｳﾁ ﾕｷ 国⽴病院機構四国がんセンター がん相談⽀援センター等での活動を通じた多職
種との連携、がんサロン活動、外⾒関連⽀援活
動、がん患者を家族に持つ⼦どの⽀援がんに関
する就労⽀援 

専⾨看護師 101 がん看護 上杉 和美 ｳｴｽｷﾞ ｶｽﾞﾐ 医療法⼈聖愛会松⼭ベテル病院 講師(県⽴医療技術⼤学・久留⽶⼤学⼤学院・宮崎
⼤学⼤学院・神⼾研修センターなどの⾮常勤講師) 

専⾨看護師 101 がん看護 武⽥ 千津 ﾀｹﾀ ﾁﾂﾞ 県⽴中央病院 がん相談⽀援・緩和ケア 過去の講義内容(看護倫
理、危機理論、⼀般病院における緩和ケア、グリ
ーフケア、デスカンファレンスなど) 

専⾨看護師 101 がん看護 得能 裕⼦ ﾄｸﾉｳ ﾕｳｺ 松⼭⾚⼗字病院 緩和ケアチーム専従看護師 がん相談 がん患者の
連携 ターミナル期にある患者の看護、看護倫理 

専⾨看護師 101 がん看護 宮脇 聡⼦ ﾐﾔﾜｷ ｻﾄｺ 国⽴病院機構四国がんセンター サブスペシャリティ(乳がんの外来看護、再発やギ
アチェンジ期の意思決定⽀援、治療期の症状の重
症化予防のためのケア) 重症化予防のケア 

専⾨看護師 101 がん看護 塩⾒ 美幸 ｼｵﾐ ﾐﾕｷ 愛媛⼤学医学部附属病院 がん相談⽀援、緩和ケア、退院⽀援 
専⾨看護師 102 精神看護 ⻄村 紀⼦ ﾆｼﾑﾗ ﾉﾘｺ 松⼭記念病院 

（訪問看護ステーションみさわ） 
講師(⽇本精神看護技術協会「こころの健康出前講
座」)、精神障害者の理解、ヘルパーのメンタル
ヘルス 

専⾨看護師 103 地域看護 川森 淳⼦ ｶﾜﾓﾘ ｼﾞｭﾝｺ 済⽣会今治病院 移⾏期⽀援、在宅療養移⾏⽀援、転院調整 

専⾨看護師 104 家族⽀援 源⽥ 美⾹ ｹﾞﾝﾀﾞ ﾐｶ 愛媛⼤学医学部附属病院 ・『地域⼦どものくらしの保健室』プロジェクト
委員 
・愛媛県がん診療連携協議会 がん看護実践能⼒向
上研修会講師 

専⾨看護師 105 ⼩児看護 向井 博幸 ﾑｶｲ ﾋﾛﾕｷ 愛媛⼤学医学部附属病院 ⼦どもの発達や病状 ⼊院中の⼦どもの権利・安
全・家族への関わり⽅ 看護研究の⽅法⼦どもの倫
理 

認定看護師 201 救急看護 ⼭下 さつき ﾔﾏｼﾀ ｻﾂｷ 県⽴中央病院 フィジカルアセスメント、災害看護、急性期看護 



認定看護師 201 救急看護 庄野 亜⽮⼦ ｼｮｳﾉ ｱﾔｺ ⼤学院⽣ 講師(院内・院外)、呼吸療法認定⼠、酸素療法、
吸引、フィジカルアセスメント、⼝腔ケアに関す
る実践・指導・相談、BLS・ICLSインストラクタ
ー、⼼肺蘇⽣法 

認定看護師 201 救急看護 ⽵森 ⾹織 ﾀｹﾓﾘ ｶｵﾘ 愛媛⼤学医学部附属病院 救急・災害看護 救急蘇⽣法 

認定看護師 201 救急看護 ⽮野 奈美 ﾔﾉ ﾅﾐ 県⽴中央病院 呼吸、吸引、フィジカルアセスメント、急変時対
応、呼吸ケアチーム 

認定看護師 201 救急看護 河野 泉 ｺｳﾉ ｲｽﾞﾐ 市⽴宇和島病院  
認定看護師 201 救急看護 今村 明美 ｲﾏﾑﾗ ｱｹﾐ 松⼭⾚⼗字病院 講師(院内・看護学校) ICLS インストラクター 

DMAT 活動 
認定看護師 201 救急看護 向井 直基 ﾑｶｲ ﾅｵｷ 市⽴⼤洲病院 講師(愛媛県看護協会地域看護⼒強化研修会) 

⽇本救急看護学会 JNTEC プレインストラクター
(気道・呼吸管理) 

認定看護師 201 救急看護 佐藤 美穂 ｻﾄｳ ﾐﾎ ⻄予市⽴宇和病院 講師(院内) 
院外での活動も積極的に⾏いたい。 

認定看護師 201 救急看護 福島 雄⼆ ﾌｸｼﾏ ﾕｳｼﾞ 医療法⼈北⽃会⼤洲中央病院 講師(院内・愛媛県看護協会地域看護⼒強化研修会) 
BLS・ICLS インストラクター 呼吸循環のメカニズ
ムを踏まえた救命処置 

認定看護師 201 救急看護 冨岡 久美⼦ ﾄﾐｵｶ ｸﾐｺ ⼀般財団法⼈永頼会松⼭市⺠病院 ICLS インストラクター、JPTEC インストラクタ
ー 

認定看護師 201 救急看護 ⼭内 敬⼦ ﾔﾏｳﾁ ｹｲｺ 県⽴今治病院  

認定看護師 201 救急看護 ⼭崎 誠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ 愛媛県⽴中央病院 講師(看護学校：呼吸理学療法、院内：フィジカル
アセスメント) 
インストラクター(⼼肺蘇⽣コース、外傷初期看
護コース) 

認定看護師 201 救急看護 川本 光善 ｶﾜﾓﾄ ﾐﾂﾖｼ 済⽣会今治病院 ・病院外での活動はまだありません。 
・今後は当施設に限らず今治地域における救急医
療の質の向上に繋がる活動をしていきたいです。 

認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア ⼭⽊ ⼀恵 ﾔﾏｷ ｶｽﾞｴ 松⼭⾚⼗字病院 ⽇本褥瘡学会評議員、四国ストーマリハビリテー
ション講習会実⾏委員 



認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア 杉本 はるみ ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙﾐ 愛媛⼤学医学部附属病院 がん患者のスキンケア、ストーマケア、褥そうケ
ア、創傷ケア 

認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア ⽚上 ⿇起⼦ ｶﾀｶﾐ ﾏｷｺ ⻄条市⽴周桑病院 講師(愛媛県看護協会、四国ストーマリハビリテー
ション講習会、愛媛在宅褥瘡セミナー、企業講
演、近隣病院、施設) 

認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア 中村 久美 ﾅｶﾑﾗ ｸﾐ 市⽴宇和島病院 講師(愛媛県看護協会地域看護⼒強化研修会・宇和
島看護専⾨学校・四国ストーマリハビリテーショ
ン講習会) 

認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア 篠原 理佐 ｼﾉﾊﾗ ﾘｻ 国⽴病院機構愛媛医療センター 講師(近隣医療機関) 
じょくそう予防体制の整備 治癒促進のためのケ
ア フットケア 創傷ケア ストーマリハビリテーシ
ョン 

認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア 磐淺 万紀⼦ ｲﾜｻ ﾏｷｺ 済⽣会今治病院 講師(院内・院外) 
実習ボディやベッド・マットレスを使⽤した実践 

認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア 和⽥ 理枝 ﾜﾀﾞ ﾘｴ 県⽴中央病院 講師(⽇本オストミー協会愛媛県⽀部患者会・四国
ストーマリハビリテーション講習会・在宅褥瘡セ
ミナー・松⼭看護専⾨学校) 

認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア 久保 美千代 ｸﾎﾞ ﾐﾁﾖ 県⽴中央病院 講師(愛媛県看護協会・看護学校・四国ストーマリ
ハビリテーション講習会)、褥瘡専従看護師、褥
瘡患者、褥瘡ハイリスク患者の管理 

認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア ⽔⽥ 史⼦ ﾐｽﾞﾀ ﾌﾐｺ ⼗全総合病院  
認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア 垣本 英⾥ ｶｷﾓﾄ ｴﾘ 県⽴南宇和病院 講師(院内・周辺地域、介護福祉施設など) 
認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア ⾼橋 順⼦ ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 済⽣会⻄条病院 講師(院内での新⼈研修・継続教育） 
認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア ⽩居 あづさ ｼﾗｲ ｱﾂﾞｻ 県⽴今治病院  
認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア 浅井 美⾹ ｱｻｲ ﾐｶ 市⽴⼋幡浜総合病院 褥瘡に関する講師 
認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア 澁⽥ 和⼦ ｼﾌﾞﾀ ｶｽﾞｺ 市⽴宇和島病院  
認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア 井⼿ 理江 ｲﾃﾞ ﾘｴ 済⽣会松⼭病院 中⼩規模の急性期病院のじょくそう対策 

地域との連携 介護職員のストーマ講習会の開催 



認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア ⻄岡 ⼀美 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞﾐ ⼀般財団法⼈永頼会松⼭市⺠病院 講師(院内) 
認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア 中島 由美⼦ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 宇和島徳洲会病院 得意分野は⾼齢者の⽪膚トラブルや病院内の褥瘡

対策について専⾨的なスキンケアや創傷管理の指
導相談を⾏っています。 
また泌尿器科の失禁ケア・ウロストミーの困難な
装具交換の経験もあり、誠意をもって対応させて
いただきます。 

認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア 髙橋 健⼀ ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 四国中央病院  
認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア 森 春枝 ﾓﾘ ﾊﾙｴ ⻄条中央病院 講師：東城看護専⾨学校で⽼年看護 

褥瘡ケア(院内、院外) 
認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア ⼩⽥原 恵 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ ⻄予市⽴野村病院 ⾃施設が地域医療に根ざした⽅針を持つ病院です

ので、院内だけでなく、地域(在宅・施設)も含めた
創傷の管理を⾏っています。 
研修講師は、⼩規模の市内施設の経験がありま
す。 

認定看護師 202 ⽪膚・排泄ケア ⼩⻄ 理恵 ｺﾆｼ ﾘｴ 愛媛⼤学医学部附属病院 私は、⽪膚・排泄ケア認定看護師としての経験は
⽇がまだ浅く、講師経験も少ないです。ゆえに、
与えていただいた⼀つひとつの機会を⼤切にして
いきたいと思います。看護師のニーズに合わせ
て、実践可能なスキンケア・排泄ケアの講義や指
導を⾏いたいと思います。 

認定看護師 203 集中ケア 堀内 ⿇希 ﾎﾘｳﾁ ﾏｷ ⽯⼿まつもと内科循環器クリニック 講師（済⽣会今治病院・宇和島徳洲会病院・⼤洲
中央病院・松⼭⾚⼗字看護専⾨学校）呼吸・循環
フィジカルアセスメント 酸素療法 吸引  ⼈⼯呼吸
の基本 

認定看護師 203 集中ケア ⽊下 恵理 ｷﾉｼﾀ ｴﾘ 愛媛⼤学医学部附属病院 急性期看護 クリティカルケア ICU 看護フィジカル
アセスメント 急性期リハビリテーション ⼈⼯呼吸
管理 呼吸理学療法 呼 吸管理 ⼼電図モニター 循環
管理 

認定看護師 203 集中ケア ⼭内 京⼦ ﾔﾏｳﾁ ｷｮｳｺ 愛媛県⽴中央病院 講師「⼈⼯呼吸器装着患者の看護について」 クリ
ティカルな状態にある患者に対し、病態をふまえ



た侵襲を最⼩限とした看護についてや、患者を⽣
活者ととらえ、病態に応じたリハビリテーション
について、⾃分が学んだことや最新の情報を伝え
ていきたい。 

認定看護師 203 集中ケア 中村 ⼣紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 住友別⼦病院 講師(院内)：フィジカルアセスメント 
院内だけでなく地域の看護スタッフと共に学ぶ機
会を増やし、地域全体の看護⼒の向上に貢献して
いきたいと考えています。 

認定看護師 204 緩和ケア 井上 幸⼦ ｲﾉｳｴ ｻﾁｺ 市⽴宇和島病院  
認定看護師 204 緩和ケア 中岡 初枝 ﾅｶｵｶ ﾊﾂｴ 国⽴病院機構四国がんセンター 研修(ELNEC-J 指導者フォローアップ研修会、⽇本

医療リンパドレナージ協会講習会) 
講師(河原医療⼤学校、愛媛県がん看護実践に強い
看護師育成研修会、愛媛県訪問看護ステーション
連絡協議会研修会) 
緩和ケア病棟勤務を経て緩和ケアチームで活動し
ています。終末期を含めたリンパ浮腫ケア全般
と、緩和ケアに関しては範囲が広いため、指定さ
れた内容について共感して頂けるように努⼒し、
⼀緒に学ばせて頂きたいと思います。 

認定看護師 204 緩和ケア 藤井 恵⼦ ﾌｼﾞｲ ｹｲｺ 医療法⼈聖愛会松⼭ベテル病院 講師(院内・愛媛県看護協会・地域医療連携を考え
る会・愛媛県がん看護実践に強い看護師育成研修
会など) 

認定看護師 204 緩和ケア 永井 さよこ ﾅｶﾞｲ ｻﾖｺ 済⽣会今治病院 緩和ケア外来 患者サロンの企画・運営 
認定看護師 204 緩和ケア 加藤 三栄⼦ ｶﾄｳ ﾐｴｺ 医療法⼈住友別⼦病院 講師(院内・患者会・愛媛県がん看護実践に強い看

護師育成研修・今治看護専⾨学校) 
認定看護師 204 緩和ケア 林 博美 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ 愛媛⼤学医学部附属病院 がん患者の⾝体症状のアセスメントと症状緩和 が

ん患者の精神症状のアセスメントと症状緩和 家族
ケア 看取りのケア グリーフ ケア 

認定看護師 204 緩和ケア 稲⽥ 光男 ｲﾅﾀﾞ ﾐﾂｵ 医療法⼈聖愛会松⼭ベテル病院 講師(聖カタリナ⼤学・短期⼤学、愛媛地区臨床倫
理事例研究会) ホスピス病棟勤務 14 年間 



認定看護師 204 緩和ケア 尾﨑 共代 ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾖ 公⽴学校共済組合四国中央病院  
認定看護師 204 緩和ケア 佐伯 祐希⼦ ｻｴｷ ﾕｷｺ 松⼭⾚⼗字病院 講師(松⼭⾚⼗字看護専⾨学校)、終末期看護 
認定看護師 204 緩和ケア ⻘⽊ 清美 ｱｵｷ ｷﾖﾐ 国⽴病院機構四国がんセンター 講師(看護学校)「看護師に対する緩和ケア教育」

指導者研修受講 がんと診断された時から緩和ケア
を推進できる看護師の育成 

認定看護師 204 緩和ケア 三浦 彩 ﾐｳﾗ ｱﾔ 愛媛労災病院 講師(院内・地域連携研修会) 
リンパドレナージセラピスト取得 

認定看護師 204 緩和ケア 丹野 美樹 ﾀﾝﾉ ﾐｷ ⼗全総合病院  
認定看護師 204 緩和ケア 幾島 織⾹ ｲｸｼﾏ ｵﾘｶ ⻄条中央病院 院内の緩和ケア研修(ラダー・緩和)を担当していま

す。不慣れではありますが、⼀つ⼀つ丁寧に⾏っ
ていきたいと思います。 

認定看護師 204 緩和ケア 守⾕ 洋⼦ ﾓﾘﾔ ﾖｳｺ HITO 病院 講師：ELNEC-J コアカリキュラム指導者 
認定看護師 204 緩和ケア ⼭本 智⼦ ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ 松⼭⾚⼗字病院 ⾎液内科・消化器外科病棟・肝胆膵内科病棟経験

あり。 
⾃分が学んだ知識・技術を少しでも皆様に伝え、
還元していきたいと思います。 

認定看護師 204 緩和ケア 村上 美乃枝 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾉｴ 松⼭市⺠病院 ・愛媛県がん診療連携協議会にコアメンバーとし
て参加 
・院内のがん患者様を中⼼に告知場⾯、治療⽅針
決定場⾯より介⼊し、疼痛及び他の症状緩和に務
めています。また、本⼈だけでなく家族の精神的
負担の軽減が図れるよう適宜⾯談させていただい
ています。 

認定看護師 204 緩和ケア ⻘野 仁美 ｱｵﾉ ﾖｼﾐ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構四国がん
センター 

＜研修講師の実績＞ 
院内研修、看護学校講師 

認定看護師 205 がん化学療法看護 ⼭下 広恵 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｴ 県⽴中央病院 がん化学療法と看護、外来での抗がん剤治療を継
続するための看護及び⽀援、⾎液疾患患者の治療
と看護 

認定看護師 205 がん化学療法看護 森 ひろみ ﾓﾘ ﾋﾛﾐ 国⽴病院機構四国がんセンター 講師(愛媛県看護協会・福岡県看護協会・国⽴看護
⼤学校・中四国地区病院・朝⽇エルセミナー) ケ
モ看護全般，疾患別であれば消化器がんのケモ看



護 
認定看護師 205 がん化学療法看護 ⼭⼝ 育⼦ ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｸｺ 松⼭⾚⼗字病院 講師(個⼈病院・地域の中核病院・スキルアップセ

ミナー・愛媛緩和ケア研修会) 
スタッフ教育 他職種との連携調整  学会発表 

認定看護師 205 がん化学療法看護 藤⽥ ⾼⼦ ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾈ 医療法⼈住友別⼦病院 講師(愛媛⼝腔ケア研究会・Rash マネジメントに
ついて講義経験あり) エキスパートナース 2010 
年 10 ⽉号にて抗がん薬曝露について執筆 

認定看護師 205 がん化学療法看護 中内 ⾹菜 ﾅｶｳﾁ ｶﾅ 愛媛⼤学医学部附属病院 がん化学療法看護、抗がん剤の曝露対策、副作⽤
に対するセルフケア⽀援 

認定看護師 205 がん化学療法看護 岸⽥ 恵 ｷｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 国⽴病院機構四国がんセンター 講師(院内・がん診療連携推進病院) 副作⽤別対
処、がん患者、家族が安⼼して地域での治療が継
続できるためのサポート 

認定看護師 205 がん化学療法看護 宮崎 千恵美 ﾐﾔｻﾞｷ ﾁｴﾐ 公⽴学校共済組合四国中央病院 講師(院内ラダー研修専⾨コース・がん化学療法看
護・院内静脈注射研修) 

認定看護師 205 がん化学療法看護 向井 さや⾹ ﾑｶｲ ｻﾔｶ 松⼭⾚⼗字病院 有害事象のマネジメント、投与管理、造⾎器、腫
瘍患者の治療・看護 

認定看護師 205 がん化学療法看護 ⽵内 幸美 ﾀｹｳﾁ ﾕｷﾐ 市⽴宇和島病院  
認定看護師 205 がん化学療法看護 松浦 志信 ﾏﾂｳﾗ ｼﾉﾌﾞ ⼗全総合病院  
認定看護師 205 がん化学療法看護 宮本 枝穂美 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾎﾐ 国⽴病院機構四国がんセンター 外来がん化学療法を受ける患者・家族への看護実

践院内研修 
認定看護師 205 がん化学療法看護 ⼤塚 環 ｵｵﾂｶ ﾀﾏｷ 済⽣会松⼭病院 講師：久留⽶⼤学認定看護師教育課程「がん患者

指導管理料の算定」、在宅医療連携拠点研修会
「⾼齢者のがん治療を⽀えるケア」、院内(抗が
ん剤の有害事象に対するセルフケア⽀援、中規模
⼀般病院における抗がん剤曝露対策、がん患者指
導管理料２の算定実践例など) 
急性期の中規模病院で、患者・家族により良い⽀
援の提供ができるよう取り組んでいる。 

認定看護師 205 がん化学療法看護 阿部 裕美 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ 済⽣会今治病院 外来でのがん化学療法看護、副作⽤に対するセル
フケア⽀援、院内研修 



認定看護師 205 がん化学療法看護 森 奈⽉ ﾓﾘ ﾅﾂｷ 愛媛⼤学医学部附属病院 研修講師を⾏う際には聴講者が求める内容につい
て興味を持って学習できるようにしたいです。 

認定看護師 205 がん化学療法看護 菊池 和美 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾐ 市⽴⼋幡浜総合病院 胃がん・⼤腸がん・膵臓がん・乳がんの化学療法
看護 
講師を⾏うことは、⾃分⾃⾝も学びを深めること
ができると思っています。共に学ぶことで、地域
の看護の質向上につながればと思います。 

認定看護師 205 がん化学療法看護 梅⻄ ⾥美 ｳﾒﾆｼ ｻﾄﾐ HITO 病院 講師(院内)：がん化学療法勉強会 
院内で化学療法治療患者の対応を⾏っています。 
今後、医療者だけでなく患者・家族が安⼼、安
全に治療が⾏えるように教育・指導を⾏ い、サ
ポートしていきたいと考えています。 

認定看護師 205 がん化学療法看護 滝本 ⿇⾐ ﾀｷﾓﾄ ﾏｲ 愛媛⼤学医学部附属病院 ⾎液がん、原発不明癌の患者さんとご家族に多く
関わってきました。⽀持療法を適切に⽤い、安
全・安楽な治療が継続できるような看護を⽬指し
ています。 

認定看護師 206 がん性疼痛看護 廣澤 光代 ﾋﾛｻﾜ ﾐﾂﾖ 国⽴病院機構四国がんセンター がん性疼痛を抱えた患者・家族の苦痛の軽減病院
から在宅へと療養⽣活を継続するための看護師の
役割 

認定看護師 206 がん性疼痛看護 六⾓ 由紀 ﾒｯｶｸ ﾕｷ 愛媛⼤学医学部附属病院 がん患者の痛みとその仕組み 痛みの薬物療法 痛
みのアセスメント 薬物療法以外の疼痛緩和技術 

認定看護師 206 がん性疼痛看護 ⻘⽊ 美佳 ｱｵｷ ﾐｶ 医療法⼈住友別⼦病院 院内研修を継続的に担当 
認定看護師 206 がん性疼痛看護 好光 千⾥ ﾖｼﾐﾂ ﾁｻﾄ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構四国がん

センター 
講師：院内(がん性疼痛、緩和ケア) 

認定看護師 207 訪問看護 菅原 たつ⼦ ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾂｺ 訪問看護ステーションゆらり 訪問看護の経験、認定看護師としての知識を踏まえ
た講演を⾏います。 

認定看護師 208 感染管理 寺尾 直⼦ ﾃﾗｵ ﾅｵｺ 松⼭リハビリテーション病院 実技研修(⼿指衛⽣、嘔吐物の処理⽅法など) 
⾼齢者施設へのインフルエンザ、ノロウィルスの
研修 

認定看護師 208 感染管理 ⾺越 千恵 ｳﾏｺｼ ﾁｴ 県⽴今治病院 講師(院内感染対策研修会) 
認定看護師 208 感染管理 桝⽥ 夏代 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾂﾖ 愛媛⼤学医学部附属病院 感染対策、医療関連感染サーベイランス 



認定看護師 208 感染管理 ⽟岡 啓⼦ ﾀﾏｵｶ ｹｲｺ 松⼭⾚⼗字病院  
認定看護師 208 感染管理 三嶋 友恵 ﾐｼﾏ ﾄﾓｴ 公⽴学校共済組合四国中央病院 講師(院内・院外) 
認定看護師 208 感染管理 ⻄本 ⿇紀 ﾆｼﾓﾄ ﾏｷ 県⽴新居浜病院  
認定看護師 208 感染管理 宮内 雅⽂ ﾐﾔｳﾁ ﾏｻﾌﾐ ⼗全総合病院  
認定看護師 208 感染管理 菅原 ⿇貴 ｽｶﾞﾊﾗ ﾏｷ 愛媛労災病院 講師(院内・東予地区病院の ICN が企画運営する

感染対策セミナー) 
認定看護師 208 感染管理 ⻄村 ⼩百合 ﾆｼﾑﾗ ｻﾕﾘ 済⽣会今治病院 講師(院内・院外・⼭⼝県⽴⼤学) 元気がとりえで

す。 
認定看護師 208 感染管理 勝間 政美 ｶﾂﾏ ﾏｻﾐ 市⽴宇和島病院 講師(愛媛県看護協会南予地区感染対策研修会・

⼭⼝県⽴⼤学・南予地区病院、介護⽼⼈保健施
設、特別養護⽼⼈ホームなど) 

認定看護師 208 感染管理 ⼭本 由紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 松⼭記念病院 講師(えひめ感染管理フォーラム・精神科感染制御
セミナー・⽇本精神科看護技術協会医療安全推進
フォーラム・中予地区精神科看護研修会等) 
精神科領域での感染管理 

認定看護師 208 感染管理 ⾼橋 正⼈ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 市⽴⼋幡浜総合病院 講師(愛媛県看護協会南予地区感染対策研修会) 
認定看護師 208 感染管理 藤井 克匡 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾏｻ 医療法⼈住友別⼦病院 講師(標準予防策・感染経路別予防策) 
認定看護師 208 感染管理 花岡 雅也 ﾊﾅｵｶ ﾏｻﾔ 市⽴⼤洲病院 講師(加⼾病院・真網代くじらリハビリテーション病

院) 
認定看護師 208 感染管理 増⽥ 奈々 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾅ JCHO 宇和島病院 講師(地域リハビリテーション事業主催) 
認定看護師 208 感染管理 中川 いづみ ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾂﾞﾐ 国⽴病院機構四国がんセンター 「INFECTION CONTROL」第 23 巻 5 号執筆 
認定看護師 208 感染管理 ⼤⽯ 美恵 ｵｵｲｼ ﾐｴ 県⽴南宇和病院 講師(周辺施設・⼩規模病院・⽼⼈保健施設など) 
認定看護師 208 感染管理 ⾨脇 美加 ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｶ ⼤洲記念病院 講師(院内、周辺施設) 
認定看護師 208 感染管理 近藤 啓司 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｼﾞ ⻄条中央病院 東予感染管理サークル(TICC)参加院内のICT活動、研

修会の講師 
認定看護師 208 感染管理 岩本 悟志 ｲﾜﾓﾄ ｻﾄｼ 愛媛県⽴中央病院  
認定看護師 208 感染管理 横畑 加代⼦ ﾖｺﾊﾞﾀ ｶﾖｺ 済⽣会⻄条病院 2015 年 3 ⽉ ⽇本看護協会看護研修学校卒業 

2015 年 7 ⽉ 感染管理認定看護師取得 
認定看護師 208 感染管理 上⽥ 京⼦ ｳｴﾀﾞ ｷｮｳｺ 愛媛県⽴中央病院  



認定看護師 208 感染管理 ⻘野 晴考 ｱｵﾉ ﾊﾙﾀｶ 愛媛⼤学医学部附属病院 分かりやすく丁寧に指導したいと思っています。
少しでも愛媛県下の看護の質の向上に貢献できた
ら幸いです。 

認定看護師 208 感染管理 酒井 京⼦ ｻｶｲ ｷｮｳｺ 市⽴宇和島病院  
認定看護師 208 感染管理 ⽊村 尚⼦ ｷﾑﾗ ﾅｵｺ 愛媛医療センター 楽しく学べて、また⾃分の学びにもなるよう努⼒

したいと思います。 
認定看護師 209 糖尿病看護 渡部 夏⼦ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｺ 愛媛労災病院 講師(院内・東予 DM 研究会・東予地区糖尿病セミ

ナー・愛媛県看護協会等) 
認定看護師 209 糖尿病看護 ⽩⽯ 多恵 ｼﾗｲｼ ﾀｴ 松⼭⾚⼗字病院 講師(院内新採⽤者研修会) 
認定看護師 209 糖尿病看護 重松 裕⼦ ｼｹﾞﾏﾂ ﾋﾛｺ 済⽣会今治病院 講師(市⺠公開講座・愛媛県看護協会・地域研修会

等)、外来での糖尿病患者⽀援、スタッフ育成、チ
ーム作り、⼩児糖尿病サマーキャンプへの参加 

認定看護師 209 糖尿病看護 湯原 君枝 ﾕﾊﾗ ｷﾐｴ 愛媛⼤学医学部附属病院 患者会の担当 
愛媛ブルーランドサマーキャ ンプへの参加 

認定看護師 209 糖尿病看護 松⽥ 佳美 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾐ ⻄条市⺠病院 講師(糖尿病看護実践に強い看護師育成・愛媛⼤学
医学部看護学科・岡⼭県⽴⼤学) 

認定看護師 209 糖尿病看護 村上 ⽐奈恵 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅｴ 済⽣会今治病院 講師(愛媛県看護協会・今治看護専⾨学校) 
今治糖尿病セミナー代表世話⼈ 

認定看護師 209 糖尿病看護 徳野 みどり ﾄｸﾉ ﾐﾄﾞﾘ 済⽣会松⼭病院 講師(院内・院外)予防に重点をおいた指導 

患者のニーズに合わせタイミングよく指導に
⼊れるシステムの実施 

認定看護師 209 糖尿病看護 喜⽥ ひとみ ｷﾀ ﾋﾄﾐ カメリア内科、糖尿病内科クリニッ
ク 

講師(院内、院外)⾹川県看護協会フットケア研修、
専⾨分野における(糖尿病)質の⾼い看護師養成事
業、地域・各研修会等 
⾹川県糖尿病療養指導⼠看護ネットワーク「Q の
会」理事、⾹川県糖尿病対策検討会委員、⾹川県
⼩児１型糖尿病キャンプスタッフナース、⽇本糖
尿病教育看護学会研修推進委員会フットケア担当 

認定看護師 209 糖尿病看護 ⼤久保 美喜 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷ ⻄条中央病院 講師(院内・院外） 
⾃施設での糖尿病チームの⽴ち上げ、糖尿病フッ
トケア外来、透析予防⽀援システムの⽴ち上げ。 



愛媛県糖尿病療養指導看護師研修会「みかんの
会」代表世話⼈。 

認定看護師 209 糖尿病看護 ⼆宮 ⾥佳 ﾆﾉﾐﾔ ﾘｶ ⻄予市⽴野村病院 2015 年に糖尿病看護認定看護師の資格を取得し、
現在、内科外来スタッフとして糖尿病患者さんに
療養指導を⾏っています。また、フットケア外来
では院内の⽪膚科や整形外科と連携をとり糖尿病
患者さんの糖尿病⾜病変の予防や悪化防⽌に努め
ています。 
糖尿病は慢性疾患であり⾃⼰管理が必要となって
きます。糖尿病患者さんが糖尿病と上⼿く付き合
っていけるように、患者さんが持っている⼒を引
き出し、療養⾏動を⽣活に取り⼊れて、その⼈ら
しい⽣活が送れるよう⽀援していくことを⼤切に
思っています。糖尿病看護に興味のある皆さんと
⼀緒に学びを深めたいと思いますので、よろしく
お願いします。 

認定看護師 209 糖尿病看護 越智 志保 ｵﾁ ｼﾎ 済⽣会⻄条病院 講師(院内継続研修 近隣介護施設) 
認定看護師 209 糖尿病看護 兵頭 千恵 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾁｴ 済⽣会松⼭病院  
認定看護師 209 糖尿病看護 守⾕ 景⼦ ﾓﾘﾔ ｹｲｺ ⼗全総合病院 愛媛県糖尿病療養指導看護師研修会の世話⼈をして

います。糖尿病看護の質向上と仲間つくりに⼒を⼊
れたいと思っています。 

認定看護師 211 新⽣児集中ケア ⾚⽻ 栄⼦ ｱｶﾊﾞ ｴｲｺ 松⼭⾚⼗字病院 新⽣児蘇⽣法のインストラクターとして講習会開
催 

認定看護師 211 新⽣児集中ケア ⼭本 美津⼦ ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｺ 愛媛⼤学医学部附属病院 新⽣児の特徴、新⽣児の後障害予防ケア 
認定看護師 211 新⽣児集中ケア ⻄⽥ ありさ ﾆｼﾀﾞ ｱﾘｻ 県⽴中央病院 講師(県⽴今治病院・松⼭看護専⾨学校・県⽴医療

技術⼤学) 
認定看護師 213 ⼿術看護 渡部 早⼈ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 県⽴中央病院 講師(四国地区⼿術看護学会研修) 

鋼製⼩物の取り扱い、ME 機器の取り扱い、術前情
報収集、術中看護 

認定看護師 213 ⼿術看護 堀⽥ 順⼦ ﾎﾘﾀ ｼﾞｭﾝｺ 松⼭⾚⼗字病院 講師(⽇本⼿術看護学会・⽇本⼿術看護学会四国地



区学会) 
認定看護師 213 ⼿術看護 ⼭内 洋美 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾐ 松⼭⾚⼗字病院 ⼿術室と病棟勤務の経験あり。 

⼿術中だけでなく、術前から術後の周術期看護の
知識や実践があることが⾃分の強みです。 

認定看護師 213 ⼿術看護 濱本 光 ﾊﾏﾓﾄ ｺｳ ⼗全総合病院 認定看護師を取得したばかりですが、愛媛県内の
⼿術看護認定看護師は数が少ないため、今後愛媛
県の⼿術看護という分野を広めていけるように取
り組みたいと考えています。また、愛媛県内の⼿
術分野のコミュニティー作りに⼒を⼊れていきた
いと考えています。 

認定看護師 214 乳がん看護 向 涼⼦ ﾑｶｲ ﾘｮｳｺ 国⽴病院機構四国がんセンター 講師(院内・院外・看護学校・⽇本乳癌学会看護セ
ミナー)、早期発⾒の啓発活動、乳がん患者・家
族、⼀般市⺠から専⾨職者まで幅広い対象者への
⽀援活動 

認定看護師 214 乳がん看護 篠崎 恭⼦ ｼﾉｻﾞｷ ｷｮｳｺ 松⼭⾚⼗字病院 講師(院内・愛媛県がん看護実践に強い看護師育成
研修会・松⼭⾚⼗字看護専⾨学校)、がん相談員、
５⼤がん地域連携パスの推進 

認定看護師 214 乳がん看護 中川 三和 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾜ 医療法⼈住友別⼦病院 講師(市⺠公開講座・看護学⽣) 
セクシュアリティ⼦どもへのサポート 

認定看護師 214 乳がん看護 外⼭ 修⼦ ﾄﾔﾏ ﾅｵｺ 愛媛県⽴中央病院  
認定看護師 215 摂⾷･嚥下障害看護 藤井 智恵 ﾌｼﾞｲ ﾁｴ 愛媛⼤学医学部附属病院 摂⾷・嚥下障害、⼝腔ケア 
認定看護師 215 摂⾷･嚥下障害看護 浅野 由紀江 ｱｻﾉ ﾕｷｴ 国⽴病院機構四国がんセンター 講師(愛媛県看護協会地域看護⼒強化研修 会・松

⼭市医療安全対策講習会・愛媛県⻭科衛⽣⼠会⽣
涯研修会) 

認定看護師 215 摂⾷･嚥下障害看護 清⽔ 義貴 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾀｶ 市⽴⼋幡浜総合病院 提供できることは、①⼝腔ケア  ②⾷事介助 ③嚥
下評価・訓練 ④摂⾷機能療法など摂⾷・嚥下領域
ならなんでもかまいません。出来るだけ実技や体
験型の後援を実施し、明⽇からの看護に⽣かせる
ようにしていきたいと思います。⼀⼈でも多くの
⽅が⼝から⾷べる喜びを続けていけるように頑張
ります。 



認定看護師 215 摂⾷･嚥下障害看護 定松 ルリ⼦ ｻﾀﾞﾏﾂ ﾙﾘｺ 訪問看護ステーション松⼭市医師会 ⽇本褥瘡学会在宅褥瘡予防管理師 
講師(愛媛県社会福祉協議会主催：介護職対象研修
会「介護事故予防、摂⾷嚥下障害」、在宅におけ
る姿勢管理褥瘡ケア) 
訪問看護師経験歴 13 年 
在宅看護、介護を対象にした実践・指導・相談 

認定看護師 216 ⼩児救急看護 阪⽥ 千春 ｻｶﾀ ﾁﾊﾙ 松⼭⾚⼗字病院 緊急受診患者への対応、救命救急処置、虐待対
応、不安を抱えた両親への対応 

認定看護師 216 ⼩児救急看護 藤原 優⼦ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 愛媛県⽴中央病院 ⼩児救急医療におけるこどもの権利を尊重し、発
達段階に応じたフィジカルアセスメント、急変予
測や対応、家族⽀援、事故予防、虐待防⽌に関す
る、実践、指導、相談を⾏います。 

認定看護師 217 認知症看護 浅⾒ 千代美 ｱｻﾐ ﾁﾖﾐ 松⼭⾚⼗字病院 講師(愛媛県看護協会・看護⼤学・他病院) 
もの忘れ外来における看護相談、認知症教室運
営、認知症教育の企画運営 

認定看護師 217 認知症看護 真鍋 光⼦ ﾏﾅﾍﾞ ﾐﾂｺ 県⽴新居浜病院 講師(県⽴看護専⾨学校・愛媛県看護協会) 
認定看護師 217 認知症看護 福島 真紀 ﾌｸｼﾏ ﾏｷ 県⽴今治病院 ⽇本認知症ケア学会認定認知症ケア専⾨⼠ 
認定看護師 217 認知症看護 ⼤岡 奈穂⼦ ｵｵｵｶ ﾅﾎｺ 愛媛⼤学医学部附属病院 認知症の病態や各期に応じた看護ケア、認知症に

伴う⾏動・⼼理症状の対応、介護家族の⽀援 
認定看護師 217 認知症看護 渡部 昭⼦ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ ⻄条中央病院 院内講師 

院外講師(東城看護専⾨学校) 

認定看護師 217 認知症看護 ⽩⽯ 澄恵 ｼﾗｲｼ ｽﾐｴ 市⽴⼤洲病院 講師：認知症対応⼒向上研修 

認定看護師 217 認知症看護 松⽥ 智江 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｴ 愛媛⼤学医学部附属病院 認知症者の治療や療養⽣活と介護家族⽀援 

認定看護師 218 脳卒中リハビリテー
ション看護 

向井 智⼦ ﾑｶｲ ﾄﾓｺ 社会医療法⼈⽯川記念会 HITO病院  

認定看護師 218 脳卒中リハビリテー
ション看護 

地久⾥ 公美 ﾁｸﾘ ｸﾐ 愛媛⼤学医学部附属病院 脳卒中、脳卒中リハビリテーション、リハビリテ
ーション看護 

認定看護師 218 脳卒中リハビリテー
ション看護 

豊崎 陽⼦ ﾄﾖｻｷ ﾖｳｺ 松⼭市⺠病院 講師(院内)：脳卒中リハビリテーション認定看護師
活動について・脳梗塞の病態とリハビリテーショ



ンについて地域でその⼈らしく⽣きるために、可
能な限り質の⾼い⽣活が継続できるようサポート
することが⽬標です。 
「寝かせきりゼロ、座らせきりゼロ」をキャッチ
フレーズに、リハビリができる⾝体と⼼のケアを
⾏っていきたいと思います。 
患者さんにとっての意味を考えながら看護実践す
ることで確かなものとし、誇りを持ち活動を⾏っ
ていきたいです。 

認定看護師 219 がん放射線療法看護 橋本 君代 ﾊｼﾓﾄ ﾐｷﾖ 愛媛⼤学医学部附属病院 がん放射線療法看護、副作⽤に対するセルフケア
⽀援 

認定看護師 219 がん放射線療法看護 ⼤賀美 典⼦ ｵｵｶﾞﾐ ﾉﾘｺ 国⽴病院機構四国がんセンター 講師(院内・愛媛県がん看護実践に強い看護師育成
研修・患者家族総合⽀援センター) 
放射線治療を受ける患者・家族に対する看護技術
指導放射線の基礎知識・看護技術指導 安全⾏動等
についての指導・相談 

認定看護師 219 がん放射線療法看護 辻 さおり ﾂｼﾞ ｻｵﾘ 国⽴病院機構四国がんセンター 講師(河原医療⼤学校・愛媛医療センター) 
認定看護師 220 慢性呼吸器疾患看護 ⽵村 美勝 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｶﾂ 愛媛⼤学医学部附属病院 安定期・増悪期・終末期に応じた呼吸器機能の評

価及び呼吸管理 呼吸機能維持・向上のための呼吸
リハビリテーションの実施 

認定看護師 220 慢性呼吸器疾患看護 ⼤上 静⾹ ｵｵｳｴ ｼｽﾞｶ 国⽴病院機構愛媛医療センター 講師(院内・地域の医療従事者) 
慢性呼吸器疾患患者のお役に⽴てるよう努⼒して
いきたい。 

認定看護師 220 慢性呼吸器疾患看護 ⽥中 貴⼤ ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 医療法⼈住友別⼦病院 酸素療法やNPPVのマスクフィッティング、呼吸フ
ィジカルアセスメントなど、呼吸療法に関わるこ
とを得意とします。 

認定看護師 221 慢性⼼不全看護 得松 美⽉ ﾄｸﾏﾂ ﾐﾂｷ 愛媛⼤学医学部附属病院 ⼼不全患者・家族の⽣活調整やセルフケア⽀援⼼
不全増悪因⼦の評価及びモニタリング 

認定看護管理者  ⻄岡 愛⼸ ﾆｼｵｶ ｱﾕﾐ 医療法⼈天真会南⾼井病院 講師(松⼭看護専⾨学校) 
組織が発展するためには「⼀⼈⼀⼈を⼤切にする



組織であること」⼤事と考える。⼈材の育成して
いきたい。 

認定看護管理者  ⼭本 幸代 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾁﾖ 市⽴宇和島病院  
認定看護管理者  ⽵⽥ 京⼦ ﾀｹﾀﾞｷｮｳｺ 帝京第五⾼等学校 講師(愛媛県看護協会ファーストレベル) 

認定看護管理者  ⼩椋 史⾹ ｵｸﾞﾗ ﾌﾐｶ 松⼭⾚⼗字病院 講師(愛媛県看護協会ファーストレベル) 
多職種協働で取り組むBSC 

認定看護管理者  清⽔ 美智⼦ ｼﾐｽﾞ ﾐﾁｺ 市⽴⼋幡浜総合病院 安全管理体制、事故対応 
認定看護管理者  ⽥渕 典⼦ ﾀﾌﾞﾁ ﾉﾘｺ 愛媛⼤学医学部附属病院  
認定看護管理者  善家 かずみ ｾﾞﾝｹ ｶｽﾞﾐ JCHO 宇和島病院 講師(愛媛県看護協会・保健所) 
認定看護管理者  相坂 秀⼦ ｱｲｻｶ ﾋﾃﾞｺ 今治市医師会市⺠病院 講師(愛媛県看護協会ファースト・セカンド) 
認定看護管理者  曽我部 恵⼦ ｿｶﾞﾍﾞ ｹｲｺ 済⽣会今治病院 講師(愛媛県看護協会ファースト・セカンドレベ

ル、他院)、安全管理・コンフリクトマネジメン
ト、⼈材育成(教育ラダー等)、医療メディエーター
協会認定トレーナー取得 

認定看護管理者  松本 久美⼦ ﾏﾂﾓﾄ ｸﾐｺ 済⽣会松⼭病院 講師(松⼭城南⾼等学校) 
認定看護管理者  薦⽥ 和⾹⼦ ｺﾓﾀﾞ ﾜｶｺ 個⼈会員 講師(看護学校） 
認定看護管理者  泉 恵美⼦ ｲｽﾞﾐ ｴﾐｺ 松⼭⾚⼗字病院 講師(愛媛県看護協会ファーストレベル・セカンド

レベル) 
認定看護管理者  ⽵⽥ 喜久恵 ﾀｹﾀﾞ ｷｸｴ 松⼭⾚⼗字病院 講師(愛媛県看護協会災害⽀援ナース養成講習会/

セカンドレベル・看護学校・病院等) 
認定看護管理者  ⻲岡 ⽟⼦ ｶﾒｵｶ ﾀﾏｺ 道後温泉病院 講師(松⼭看護専⾨学校) 

認定看護管理者  ⽥丸 千壽⼦ ﾀﾏﾙ ﾁｽﾞｺ 市⽴⼤洲病院 講師(愛媛県看護協会セカンドレベル・愛媛県中⼩
病院等看護体制⽀援事業) 

認定看護管理者  井上 ⽂江 ｲﾉｳｴ ﾌﾐｴ 県⽴新居浜病院 講師(愛媛県看護協会セカンドレベル) 
認定看護管理者  中橋 恵⼦ ﾅｶﾊｼ ｹｲｺ 市⽴宇和島病院  
認定看護管理者  ⾼須賀 久美⼦ ﾀｶｽｶ ｸﾐｺ 国⽴病院機構愛媛医療センター  

認定看護管理者  藤原 睦⼦ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾑﾂｺ 済⽣会⻄条病院 講師(院内) 
思考の三原則(安岡正篤) 1.⽬先にとらわれず⻑い
⽬で⾒る。2.⼀⾯だけで⾒ず、多⾯的・全⾯的に⾒
る。3.何事によらず枝葉末節にとらわれず根本的に



みる。ことを⼤切にし、顧客満⾜の向上に努めて
いる。 

認定看護管理者  ⼭⽥ 悦⼦ ﾔﾏﾀﾞ ｴﾂｺ 県⽴南宇和病院 講師(愛媛県看護協会セカンドレベル) 
新規事業の計画・実践課程を「師⻑主任業務実
践」誌上発表 

認定看護管理者  曽我 敏⼦ ｿｶﾞ ﾄｼｺ 医療法⼈住友別⼦病院  
認定看護管理者  兵頭 厚美 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱﾂﾐ ⻄予市⽴宇和病院 感染・⼝腔ケアの研修会の企画・運営 

認定看護管理者  ⼭越 かおり ﾔﾏｺﾞｴ ｶｵﾘ 真網代くじらリハビリテーション病
院 

教育担当として業務をしていますので、⼈前で話
すことには、⾃信があります。⾃分が誰かの役に
⽴てるなら、断らない精神で頑張ります。 

認定看護管理者  吉⽥ 昭枝 ﾖｼﾀﾞ ｱｷｴ 個⼈会員（愛媛県看護連盟） 講師(⽇本看護協会神⼾研修センターサードレベ
ル・愛媛県看護協会ファースト、セカンドレベル) 

認定看護管理者  ⽥坂 嘉⼦ ﾀｻｶ ﾖｼｺ ⻄条中央病院 ＜院外＞ 
2013 年〜2015 年 ⾮常勤講師(担当科⽬：医療安全
Ⅱ16 時間) 
2014 年 看護管理者教育課程ファーストレベル講師 
2015 年より 愛媛県看護協会 リソースマネジメ
ント委員会委員 
2015 年 9 ⽉ ⽇本看護学会-急性期看護-学術集会 
座⻑ 
2015 年 10 ⽉ 認定看護師出前講座企画中 
＜院内＞ 
看護管理および医療安全講習会の講師 

認定看護管理者  ⼤⻄ ⽟美 ｵｵﾆｼ ﾀﾏﾐ 国⽴病院機構愛媛医療センター  
認定看護管理者  守屋 昭⼦ ﾓﾘﾔ ｱｷｺ 住友別⼦病院  

認定看護管理者  東 良⼦ ｱｽﾞﾏ ﾘｮｳｺ 済⽣会松⼭病院 愛媛県看護協会「まちの保健室」委員 
認定看護管理者  宮嶋 優⾥ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾘ 済⽣会今治病院 講師(院内・他院・保健所など)：医療安全講師(保

健師助産師看護師実習指導者講習会)：医療安全 
認定看護管理者  ⼭中 志⿇ ﾔﾏﾅｶ ｼﾏ 市⽴⼤洲病院  
認定看護管理者  徳丸 陽⼦ ﾄｸﾏﾙ ﾖｳｺ ⼀般財団法⼈創精会 訪問看護ステ  



ーションみさわ 

認定看護管理者  鎌倉 ⽂⼦ ｶﾏｸﾗ ｱﾔｺ ⼗全総合病院 講師(⽀援者)：愛媛県看護協会の看護管理者研修
(セカンドレベル) 

認定看護管理者  友澤 永⼦ ﾄﾓｻﾞﾜ ﾅｶﾞｺ 松⼭⾚⼗字病院 講師：コンフリクトマネジメント 

医療メディエ−ター協会認定シニアトレーナー 

認定看護管理者  三笠 照美 ﾐｶｻ ﾃﾙﾐ ⼀般財団法⼈ 永頼会 松⼭市⺠病院 2017年4⽉から看護部⻑を拝命し、看護部の年度は
じめの現任教育主催の研修を実施した。部⻑歴が
短いため、これから地道に実績をつみあげていき
たい。 

認定看護管理者  久保 幸 ｸﾎﾞ ｻﾁ 愛媛⼤学医学部附属病院 ＜講師＞ 

院外：愛媛県看護協会、愛媛⼤学医学部看護学
科、松⼭看護専⾨学校 等 

院内：管理研修 等 

認定看護管理者  武海 栄 ﾀｹｳﾐ ｻｶｴ ⼈間環境⼤学松⼭看護学部看護学科 管理経験：看護師⻑12年、副看護部⻑6年、看護部
⻑6年 
講師経験：看護学校・⼤学、病院看護部、⼭⼝県
看護協会ファーストレベル 

 


