
資格 領域
認定取得年
（西暦）

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 施設名 コメント

専門看護師 101がん看護 2006 上　杉　和　美 ｳｴｽｷﾞ ｶｽﾞﾐ 中予 松山ベテル病院
ＥＬＮＥＣ－Ｊ講師　　　愛大医学部看護学科、県立医療技術大学看護
学科など非常勤講師

専門看護師 101がん看護 2007 武　田　千　津 ﾀｹﾀ ﾁﾂﾞ 中予 愛媛県立中央病院
がん相談支援や緩和ケア（意思決定支援、多職種連携、協働、連携
等）、他にがん看護の基礎、看護倫理、臨床倫理、ナラティブなど

専門看護師 101がん看護 2009 中　田　裕　子 ﾅｶﾀ ﾕｳｺ 中予 松山赤十字病院

■研修講師実績(テーマ）
「がん看護の基礎」「がん性疼痛」「症状マネジメント」「看護と倫
理」「がん患者の意思決定支援」「セルフケア」「がん患者のせん妄ケ
ア」「一般病棟における緩和ケアチームの活動」等
■自己アピール
現在、緩和ケアチームや、がん看護外来において、治療・療養の意思決
定支援、苦痛症状に対するQOLの向上に向けた支援を中心に実践していま
す。

専門看護師 101がん看護 2011 宮　脇　聡　子 ﾐﾔﾜｷ ｻﾄｺ 中予 四国がんセンター がん看護の基礎、倫理、意思決定支援

専門看護師 101がん看護 2011 塩　見　美　幸 ｼｵﾐ ﾐﾕｷ 中予 愛媛大学医学部附属病院
がん相談支援や緩和ケアの領域（診断期や治療終了時期の意思決定支
援、多職種連携、協働、地域連携）

専門看護師 102精神看護 2012 西　村　紀　子 ﾆｼﾑﾗ ﾉﾘｺ 中予 松山記念病院
講師：H29年、令和元年、認定看護管理者教育課程セカンドレベル「人
事・労務管理ストレスマネジメント」H27年、産業保健セミナー「働くこ
とを希望する精神障害者を支える生活支援と就労支援」

専門看護師 105小児看護 2012 向　井　博　幸 ﾑｶｲ ﾋﾛﾕｷ 中予 愛媛大学医学部附属病院

個々の子どもの発達段階・病状を予測した関わりや退院後の生活状態が
変わることを見据えた復学・退院支援を行います。また、ご家族の生活
状況を踏まえながら、専門的な知識や技術を用いて小児領域のケアの質
の向上を目指します。
＜実績・活動内容＞
院内外の小児に関わる勉強会や実践内容の相談、看護研究の助言

専門看護師 104家族支援 2016 源　田　美　香 ｹﾞﾝﾀﾞ　ﾐｶ 中予 愛媛大学医学部附属病院
日本家族看護学会教育セミナー　講師
愛媛県がん看護実践能力向上研修　講師

専門看護師 106災害看護 2017 趙　　 由紀美 ﾁｮｳ　ﾕｷﾐ 東予
NPO法人　Both－AI（呼称：ぼうさ
い）

・度愛媛県看護協会　災害支援ナース養成研修講師
・西条市社会福祉協議会：災害ボランティア、障がい者サポートボラン
ティア講座講師
・Ｈ30年7月豪雨災害では岡山県倉敷市真備町の訪問看護ステーションに
対し、縦走型の支援を継続。
・地域の様々な団体とともに防災、減災活動に取り組んでいます。

専門看護師・認定看護師・認定看護管理者　リソースナース　名簿  （令和元年12月現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人愛媛県看護協会　
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専門看護師 　老人看護 2018 曽　根　司央子 ｿﾈ　ｼｵｺ 中予 愛媛大学医学部附属病院

複雑な健康問題を持つ高齢者とその家族のＱＯＬの向上を目指して支援
を行います。また、高齢者の清潔や排泄ケアといった日常的な看護ケア
の向上についても活動していきたいと考えています。
えひめ排泄ケア研究会講師

認定看護師 201救急看護 2002 山　下　さつき ﾔﾏｼﾀ ｻﾂｷ 中予 愛媛県立中央病院
急変時看護(気づき）、急変時シュミレーション、臨床推論、災害看護、
災害シュミレーション

認定看護師 201救急看護 2005 庄　野　亜矢子 ｼｮｳﾉ ｱﾔｺ 中予 聖カタリナ大学
フィジカルアセスメント、口腔ケア、呼吸療法に関する内容（酸素療
法、吸引など）、救急蘇生法（ＢＬＳ、ＩＣＬＳ）

認定看護師 201救急看護 2006 竹　森　香　織 ﾀｹﾓﾘ ｶｵﾘ 中予 愛媛大学医学部附属病院
・DMAT隊員　東日本、西日本豪雨災害派遣実績あり
・院内の災害対策のワーキンンググループでの役割あり
・地域住民への災害教育の経験あり

認定看護師 201救急看護 2009 矢　野　奈　美 ﾔﾉ ﾅﾐ 中予 愛媛県立中央病院
救急蘇生・フィジカルアセスメントなどシミュレーション教育を行って
います。

認定看護師 201救急看護 2011 河　野　　　泉 ｺｳﾉ ｲｽﾞﾐ 南予 市立宇和島病院

認定看護師 201救急看護 2011 今　村　明　美 ｲﾏﾑﾗ ｱｹﾐ 中予 松山赤十字病院
院内トリアージ、ＲＲＳ、フィジカルアセスメント、臨床推論、災害看
護の研修を実地しています。　　ＤＭＡＴ隊員、東日本、熊本、西日本
豪雨災害派遣実績あり。

認定看護師 201救急看護 2012 向　井　直　基 ﾑｶｲ ﾅｵｷ 南予 市立大洲病院

愛媛県看護協会人材派遣研修　講師
愛媛県看護協会多施設合同新人看護職員研修　講師
院内ラダー別研修　フィジカルアセスメント　講師
一般社団法人　日本救急看護学会JNTEC（外傷初期看護）インストラク
ター

認定看護師 201救急看護 2012 佐　藤　美　穂 ｻﾄｳ ﾐﾎ 南予 西予市立西予市民病院 平成29年度高齢者のケアを支える人材のケア技術の充実に向けた研修会

認定看護師 201救急看護 2012 福　島　雄　二 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｼﾞ 南予 大洲中央病院

院内研修：一次救命処置、急変時対応、呼吸循環フィジカルアセスメン
ト
院外研修：2016年～2019年　県看護協会主催多施設合同新人看護職員研
修　講師
　2012年に救急看護認定看護師を取得、呼吸、循環動態の不安定な患者
の看護を中心に臨床経験を重ねてきました。呼吸と循環のメカニズムと
関連性を踏まえた救命救急分野を得意としています。また、日本救急医
学会認定インストラクターとしてICLSコースに参加、認定医師と連携し
て各施設で出張コースの企画および開催支援などの活動も行っていま
す。

認定看護師 201救急看護 2013 冨　岡　久美子 ﾄﾐｵｶ ｸﾐｺ 中予 松山市民病院

ICLS、JPTECインストラクターをしています。院外施設で一次救命処置や
急変対応の研修や、地域の公民館で一般の方々を対象に講習もさせてい
ただいています。今後、救急需要が高まる中、地域のご施設の方と一緒
に学び、取り組んでいきたいと考えています。
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認定看護師 201救急看護 2013 山　内　敬　子 ﾔﾏｳﾁ ｹｲｺ 東予 愛媛県立新居浜病院
ICLSインストラクター
DMAT隊員

認定看護師 201救急看護 2016 山　崎　　　誠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ 中予 愛媛県立中央病院
ＢＬＳ、急変時対応、ファーストエイド、外傷初期看護、外傷プレホス
ピタルケア

認定看護師 201救急看護 2017 川　本　光　善 ｶﾜﾓﾄ　ﾐﾂﾖｼ 東予 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 201救急看護 2018 矢　野　寛　明 ﾔﾉ ﾋﾛｱｷ 中予 愛媛大学医学部附属病院 ICLSインストラクター

認定看護師 201救急看護 2018 尾　上　祐　介 ｵﾉｳｴ　ﾕｳｽｹ 南予 喜多医師会病院 講師（院内BLS,ALS研修等）

認定看護師 201救急看護 2019 林　　　正　徳 ﾊﾔｼ　ﾏｻﾉﾘ 南予 市立宇和島病院

・ＩＮＡＲＳ・ＢＬＳ・ＩＣＬＳ
・ＪＮＴＥＣ　インストラクター
・ＤＭＡＴ/災害看護（院内）研修
救急看護について自己研鑽を日々行いながら、院内・地域に貢献できる
活動を行っていきたいと考えています。

認定看護師 201救急看護 2019 近　藤　雄　一 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾕｳｲﾁ 中予 松山赤十字病院
病院外での活動はまだありませんが、院内研修では一次救命処置、急変
時対応を担当しています。今後も自己研鑽に努め、地域における救急看
護の質向上に貢献したいと思います。

認定看護師 201救急看護 2019 渡　部　大　志 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲｼ 中予 愛媛県立今治病院
ＩＣＬＳインストラクター　　ＤＭＡＴ隊員
院内での講師(救急看護、心電図、除細動器）

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2003 山　木　一　恵 ﾔﾏｷ ｶｽﾞｴ 中予 松山赤十字病院

日本褥瘡学会社員、在宅褥瘡医療ネットワーク愛媛代表、愛媛排泄ケア
研究会世話人などをしております。病院や地域のスキンケアやストーマ
ケア、褥瘡ケアでお困りのことがあれば一緒に考え、改善していきたい
と思います。

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2004 杉　本　はるみ ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙﾐ 中予 愛媛大学医学部附属病院

ストーマケア、褥瘡ケア、がん性創傷ケア、スキンケア
・日本褥瘡学会評議員、日本褥瘡学会認定師
・日本創傷・オストミー・失禁管理学会（評議員）
・日本褥瘡学会　中国・四国地方会　世話人
・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 2006 大　山　淳　子 ｵｵﾔﾏ　ｼﾞｭﾝｺ 中予 愛媛労災病院
・四国ストーマリハビリテーション講習会　実行委員
・四国中央市訪問看護ステーション協議会での研修講師

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2008 西　浦　雅　美 ﾆｼｳﾗ　ﾏｻﾐ 中予 済生会松山病院

・褥瘡回診をはじめ創傷に関するスタッフ指導・相談
・ストーマ造設患者に対する支援･･･入院前からのケア、指導、ストーマ
外来をはじめ退院後の生活支援の実施
・排尿自立支援の為、排尿ケアの立ち上げ
・他施設との連携、退院後の支援として退院後訪問・同行訪問の実施
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認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2008 片　上　麻起子 ｶﾀｶﾐ ﾏｷｺ 東予 西条市立周桑病院
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、近隣病院、施設)
創傷ケア、褥瘡ケア、ストーマケア、フットケア

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2008 中　村　久　美 ﾅｶﾑﾗ ｸﾐ 南予 市立宇和島病院
「高齢者の皮膚ケア」
褥瘡予防対策、創傷ケア、ストーマケア

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2008 篠　原　理　佐 ｼﾉﾊﾗ ﾘｻ 中予 愛媛医療センター
褥瘡予防、治療、ストーマケア、フットケアの実践と患者及び家族への
指導を行っています。近隣医療機関での院外研修を行っています。

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2009 磐　淺　万紀子 ｲﾜｻ ﾏｷｺ 東予 済生会今治病院

（実績）
愛媛ストーマ排泄リハビリ研究会幹事
四国ストーマ排泄リハビリ講習会
ストーマ外来
褥瘡ハイリスク専従

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2009 和　田　理　枝 ﾜﾀﾞ ﾘｴ 中予 愛媛県立中央病院

・褥瘡管理者として院内の褥瘡対策チームや多職種と連携して創傷の発
生予防や治療、ケアを行っています。
・四国ストーマリハビリテーション講習会ではストーマケアの講義や実
習を担当し講習生の知識や技術の向上を目的に活動しています。
・高齢者から小児の皮膚を守るため、スキンケアや基本的なケアについ
て研修を行っています。

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2009 鴻　上　邦　子 ｺｳｶﾞﾐ ｸﾆｺ 東予 十全総合病院 ご要望に答えられるようわかりやすい説明を心がけています。

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2009 久　保　美千代 ｸﾎﾞ ﾐﾁﾖ 中予 愛媛県立中央病院
四国リハビリステーション講習会実行委委員など。褥瘡などの創傷管理
及びストーマ・失禁などの排泄管理を行っています。特に排泄管理方法
は問わず、自力で排泄管理が完結できるよう導きます。

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2009 水　田　史　子 ﾐｽﾞﾀ ﾌﾐｺ 東予 十全総合病院
創傷、ストーマ、失禁に関すること
ＰＥＧ，排便障害など幅広く活動しています。

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2009 垣　本　英　里 ｶｷﾓﾄ ｴﾘ 南予 愛媛県立南宇和病院 講師（院内・周辺地域、介護福祉施設、看護協会など）

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2010 高　橋　順　子 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 東予 済生会西条病院 講師（院内、近隣施設など）

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2010 黒　田　由　華 ｸﾛﾀﾞ　ﾕｶ 東予 愛媛県立新居浜病院 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 2010 白　居　あづさ ｼﾗｲ ｱﾂﾞｻ 東予 愛媛県立今治病院
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認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2013 澁　田　和　子 ｼﾌﾞﾀ ｶｽﾞｺ 南予 市立宇和島病院

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2013 井　手　理　江 ｲﾃﾞ ﾘｴ 中予 伊予病院
創傷管理分野の特定看護師。院内外の看護師、看護補助者、介護職種対
象の褥瘡、排泄、ストーマ研修を実施。中小病院、在宅ケアなど治療と
ケアに取り組んんでいます。

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2013 西　岡　一　美 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞﾐ 中予 松山市民病院 講師（院内・院外）

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2014 宇都宮　里　奈 ｳﾂﾉﾐﾔ　ﾘﾅ 中予 四国がんセンター
院内での褥瘡対策の他、ストーマ外来にてストーマ保有する患者様のケ
アに日々取り組んでいます。

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2015 中　島　由美子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 南予 宇和島徳洲会病院

得意分野は高齢者のスキンケアや皮膚トラブルの対応や褥瘡予防策で
す。院内では褥瘡対策委員会の副委員長として褥瘡発生率0％を目指し、
スタッフへの教育、指導を行っています。また、ストーマケアでは患者
様やご家族様にも入院から退院まで安心して入院生活が送っていただけ
る様対応を行っております。院外では、施設様にも褥瘡の知識を深めて
もらう様実演を含めた医療講演を行い交流を図っています。

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2016 　髙　橋　健　一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 東予 四国中央病院 主に院内で褥瘡に関する研修を担当しています。

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2017 鈴　木　春　枝 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｴ 東予 西条中央病院

日本褥瘡学会認定師
日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会ストーマ認定士
看護専門学校講師
特別養護老人ホーム等での褥瘡勉強会

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2017 小　田　原　恵 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾒｸﾞﾐ 南予 西予市立野村病院
地域の老人施設対象の勉強会を創傷中心に実施しています。褥瘡管理、
スキンテア、失禁関連皮膚障害等、院内で医師と連携しながら対応して
います。2019年9月特定行為研修修了（創傷モデル）

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2017 小　西　理　恵 ｺﾆｼﾘｴ 中予 愛媛大学医学部附属病院
・クリティカル領域における医療関連機器、圧迫創傷を含めた褥瘡予防
対策
・クリティカル領域のスキンケア

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2018 吉　川　　　光 ﾖｼｶﾜ　ｱｷﾗ 東予 HITO病院

日本ストーマ、排泄リハビリテーション学会ストーマ認定士
ストーマ造設患者のケア（造設前　～ストーマ外来）　褥瘡ケア、フッ
トケア、ＰＥＧによる皮膚障害のケア
講師：院内、近隣介護福祉施設で活動

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2018 桑　原　陽　子 ｸﾜﾊﾞﾗ　ﾖｳｺ 中予 愛媛大学医学部附属病院 小児スキンケア、肛門周囲皮膚炎



資格 領域
認定取得年
（西暦）

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 施設名 コメント

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2019 伊　藤　さなえ ｲﾄｳ　ｻﾅｴ 中予 松山赤十字病院
・術前から患者支援を行い、ストーマ外来での継続ケアを実践していま
す。　・院内での褥瘡、下肢創傷ケアに取り組んでいます。
・褥瘡、ストーマ、スキンケアに関する院内研修を行っています。

認定看護師 202皮膚・排泄ケア 2019 庭　瀬　　　茜 ﾆﾜｾ　ｱｶﾈ 中予 松山市民病院

褥瘡ケア・ストーマケア・失禁（排泄）ケアに問題を抱える患者に対し
て、発生予防や治療、ケア内容についてスタッフと共働し介入していま
す。今後は地域へ出向き、訪問看護など院外活動にも取り組んでいきた
いと思っています。

認定看護師 203集中ケア 2010 木　下　恵　理 ｷﾉｼﾀ ｴﾘ 中予 愛媛大学医学部附属病院
フィジカルアセスメント、急性期看護、人工呼吸管理、酸素療法、心電
図モニターの管理、せん妄の看護、急性期リハビリテーションなどの講
師、研修協力により地域の看護力の向上に貢献していきたいです。

認定看護師 203集中ケア 2015 中　村　京　子 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｺ 中予 愛媛県立中央病院

フィジカルアセスメント（呼吸・循環）
人工呼吸器装着患者の看護
早期リハビリテーション、　敗血症患者の看護
酸塩基平衡（血ガスデータから考える）について

認定看護師 203集中ケア 2016 中　村　夕　紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ 東予 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 203集中ケア 2019 佐　藤　将　大 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 中予 松山赤十字病院

生命の危機的状況にある患者さんの病状変化を予測し、重篤化を予防し
ながら早期回復へ向けた看護ケアを行っています。ＩＣＵ入室時から、
患者さんの退院を見据えた支援は始まっており、早期回復支援としてよ
り安全な早期リハビリテーションが実施できるよう、プロトコールの作
成やチーム作りを検討しています。また院内では、フィジカルアセスメ
ント研修やＩＣＬＳ研修会を実施しています

認定看護師 204緩和ケア 2006 井　上　幸　子 ｲﾉｳｴ ｻﾁｺ 南予 市立宇和島病院

認定看護師 204緩和ケア 2006 中　岡　初　枝 ﾅｶｵｶ ﾊﾂｴ 中予 四国がんセンター
看護師に対する緩和ケア教育指導者研修、専門的緩和ケア看護師教育プ
ログラム受講済み
リンパドレナージセラピスト取得、終末期患者のリンパ浮腫ケア

認定看護師 204緩和ケア 2006 藤　井　恵　子 ﾌｼﾞｲ ｹｲｺ 東予 住友別子病院
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 2009 小　西　愛　美 ｺﾆｼ ﾏﾅﾐ 中予 松山西病院

（研修実績）
自施設での研修企画・運営
（自己アピール）
現在は自施設内で緩和ケアに関する相談を受け、浮腫のケア、疼痛評
価、患者とその家族の相談などの実践を行っています。当院の特徴とし
て、透析を受ける患者、温熱療法というがんの代替療法を行っている患
者の看護を行う機会が多いです。
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認定取得年
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氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 施設名 コメント

認定看護師 204緩和ケア 2009 加　藤　三栄子 ｶﾄｳ ﾐｴｺ 東予 住友別子病院
ELNEC-Jコアカリキュラム指導者
講師（院内・地域連携研修会・看護学校）

認定看護師 204緩和ケア 2009 林　　　博　美 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ 中予 愛媛大学医学部附属病院

診断期・治療期・終末期の病期に関わらず、身体と心の痛みを和らげ、
その人らしい生活を送るためのサポートやアドバイス・ケア・プランニ
ングについて、がん、非がんを問わず一緒に考えていきたいと思ってい
ます。

認定看護師 204緩和ケア 2010 稲　田　光　男 ｲﾅﾀﾞ ﾐﾂｵ 中予 訪問看護ステーションベテル
聖カタリナ大学非常勤講師（2018～　　）
松山看護学校非常勤講師（2019　）

認定看護師 204緩和ケア 2012 佐　伯　祐希子 ｻｲｷ ﾕｷｺ 中予 松山赤十字病院
・看護学校にて終末期看護について講師経験あり。
・ELNEC-J　疼痛マネジメントについて講師経験あり。

認定看護師 204緩和ケア 2012 青　木　清　美 ｱｵｷ ｷﾖﾐ 中予 四国がんセンター ELNEC-J指導者研修受講済み

認定看護師 204緩和ケア 2012 村　瀬　美　波 ﾑﾗｾ　ﾐﾅﾐ 中予 愛媛大学医学部附属病院
現在救急科に勤務しており、がんだけでなく様々な場面、疾患における
全人的視点でのアセスメントとケアについて学びを深めている。

認定看護師 204緩和ケア 2013 三　浦　　　彩 ﾐｳﾗ ｱﾔ 東予 愛媛労災病院
緩和ケアを受ける家族への支援
看取りとエンゼルケア
終末期のリンパ浮腫

認定看護師 204緩和ケア 2013 幾　島　織　香 ｲｸｼﾏ ｵﾘｶ 東予 西条中央病院 2015年11月「看護師に対する緩和ケア教育」指導者研修を修了

認定看護師 204緩和ケア 2016 守　谷　洋　子 ﾓﾘﾔ ﾖｳｺ 東予 東城看護専門学校 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 2016 青　野　仁　美 ｱｵﾉ ﾖｼﾐ 中予 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
（自己アピール）
2016年、緩和ケア認定看護師の資格を修得した。
看護師としての経験年数は、14年目になる。
2016年は、緩和ケア病棟で遺族会の開催を行った。遺族会に関しては、
本年度も継続して実施している。

認定看護師 204緩和ケア 2016 山　本　智　子 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｺ 中予 松山赤十字病院
緩和ケアチームの看護師として活動しています。
院内のがん看護研修やELNEC－Jコアカリキュラムの講師を務めました。

認定看護師 204緩和ケア 2017 德　田　登母子 ﾄｸﾀﾞ　ﾄﾓｺ 中予 済生会松山病院 がん患者の苦痛が緩和できるように、一緒に考え、ケアしていきます。
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認定看護師 204緩和ケア 2017 村　上　美乃枝 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾉｴ 中予 松山市民病院 訪問看護ステーションで院外講師

認定看護師 204緩和ケア 2017 山　下　由　紀 ﾔﾏｼﾀ　ﾕｷ 東予 愛媛県立新居浜病院

緩和ケアは今までがん患者とその家族を対象とし、QOLの維持をできるよ
うに身体的、精神的、社会的、スピリチュアルな痛みを緩和、予防し、
その人らしく 期まで生きることを目標としていました。近年ではがん
患者だけでなく、がん以外の疾患の緩和ケアも注目されるようになり、
自分自身の目指すところでもあります。現在、内科、循環器内科病棟で
がん患者、非がん患者への苦痛の緩和や多職種スタッフでカンファレン
スを行い、治療や方向性など話し合い，患者、家族の意向を尊重したケ
アが行えるように取り組んでいます。

認定看護師 204緩和ケア 2018 加　藤　弘　子 ｶﾄｳ ﾋﾛｺ 中予 愛媛県立中央病院
がんや抗癌剤治療に伴う、痛みのコントロールや症状緩和が行えるよう
に支援しています。

認定看護師 204緩和ケア 2018 和　田　かおり ﾜﾀﾞ　ｶｵﾘ 東予 済生会今治病院

・特定非営利法人　日本ホスピス緩和ケア協会主催　専門的緩和ケア看
護師教育プログラム修了
・高知県立大学主催　がん高度実践看護師養成コース　がん看護インテ
ンシブコースⅠ（在宅緩和ケア）受講

認定看護師 204緩和ケア 2018 加賀爪　美　佳 ｶｶﾞﾂﾒ　ﾐｶ 東予 済生会今治病院

緩和ケアは病気に伴う体と心のつらさを和らげ、その人らしい生を支え
ることを目標としています。
患者さんだけではなく、ご家族もケアの対象であり、病期を問わず生じ
る患者さん、ご家族の苦痛を多角的にアセスメントし、多様な価値観や
ニーズに対応できるよう多職種と協働しながら支援させていただきたい
と思っています。また、認定看護師の役割である「実践」「指導」「相
談」を一つ一つ丁寧に行い看護の質の向上に努めていきたいと思いま
す。

認定看護師 204緩和ケア 2018 吉　田　晴　香 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 東予 西条中央病院

院内職務記述書に準じて各部署や緩和ケアチームに対して、緩和ケアの
基礎やコミュニケーション等の勉強会をしています。また、院内の緩和
ケア対象患者のスクリーニングを行い、必要に応じてコンサルテーショ
ン、面談等の介入を行っています。院外活動では西条市緩和ケア推進モ
デルの研修参加をしています。

認定看護師 204緩和ケア 2019 日　野　美　樹 ﾋﾉ　ﾐｷ 東予 十全総合病院

認定看護師 204緩和ケア 2016 三　浦　雅　美 ﾐｳﾗ　ﾏｻﾐ 中予 済生会松山訪問看護ステーション
病院や施設、看護学校の授業やケアマネジャーの研修において「看取り
支援について」「在宅緩和ケア」の講義をしています。

認定看護師 204緩和ケア 2019 西　谷　　　恵 ﾆｼﾀﾆ　ﾒｸﾞﾐ 中予 愛媛県立中央病院
院内：緩和ケア研修講師。　　　患者さんの苦痛を緩和し、歩まれてき
た人生を大切に出来るような看護が行えるよう取り組んでいます。
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氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 施設名 コメント

認定看護師 205がん化学療法看護 2005 山　下　広　恵 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｴ 中予 愛媛県立中央病院
治療期にある患者とその家族が、生活をしながらがん化学療法を継続す
る過程を、共に考え多職種で支援できるように関わっています。

認定看護師 205がん化学療法看護 2009 藤　田　高　子 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾈ 東予 住友別子病院
抗がん薬曝露及び化学療法に伴う皮膚障害についての学会発表及び講演
経験あり。

認定看護師 205がん化学療法看護 2010 大　門　香　菜 ﾅｶｳﾁ ｶﾅ 中予 愛媛大学医学部附属病院
常にその人がその人らしく生活できるように、がん化学療法を受ける患
者とその家族を支援したいと考えています。
今は、主に血液疾患患者の治療と看護に携わっております。

認定看護師 205がん化学療法看護 2011 岸　田　　　恵 ｷｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 中予 四国がんセンター

  講師（院内研修・県内外研修、Web講演）や執筆
  がん化学療法と看護、抗がん薬の曝露対策、アピアランスケア
  がん患者、家族が安心して地域で生活しながら治療を継続できるための
看護やセルフケア支援を目指しています。

認定看護師 205がん化学療法看護 2011 宮　崎　千恵美 ﾐﾔｻﾞｷ ﾁｴﾐ 東予 四国中央病院 院内研修講師

認定看護師 205がん化学療法看護 2011 向　井　さや香 ﾑｶｲ ｻﾔｶ 中予 松山赤十字病院

がん化学療法の投与管理と有害事象対策等、抗がん薬を安全に取り扱う
ための院内研修を実施しています。　[院外講師]・造血器腫瘍や造血細
胞移植看護について看護学校講師経験あり。・抗がん剤の曝露対策につ
いて日本がん看護学会教育セミナー講師経験あり。

認定看護師 205がん化学療法看護 2013 竹　内　幸　美 ﾀｹｳﾁ ﾕｷﾐ 南予 市立宇和島病院

認定看護師 205がん化学療法看護 2013 松　浦　志　信 ﾏﾂｳﾗ ｼﾉﾌﾞ 東予 十全総合病院

認定看護師 205がん化学療法看護 2014 大　塚　　　環 ｵｵﾂｶ ﾀﾏｷ 中予 済生会松山病院

がん化学療法を受ける患者の看護、副作用に対するセルフケア支援。治
療を受ける患者さんの家族も含めた支援を行います。ロールプレイ、グ
ループワークを取り入れ、理解しやすく実践しやすい内容で講義しま
す。

認定看護師 205がん化学療法看護 2014 大　沢　由　香 ｵｵｻﾞﾜ　ﾕｶ 東予 愛媛労災病院

・化学療法について
・副作用対策、対処法
・自宅での生活について、身体的、精神的苦痛の支援
・両立支援（就労と治療）
・がんと診断され治療を決定する際や治療を中断する際などの意思決定
支援

認定看護師 205がん化学療法看護 2014 橋　田　　　愛 ﾊｼﾀﾞ　ｱｲ 中予 四国がんセンター
講師（院内、愛媛県看護協会、看護学校、患者や市民向けセミナー）
投与管理、有害事象に対するマネジメント・セルフケア支援、抗がん剤
曝露対策など確実・安全・安楽ながん化学療法看護の支援

認定看護師 205がん化学療法看護 2014 麻　生　佳　織 ｱｿｳ　ｶｵﾘ 東予 愛媛県立新居浜病院 講師：院内、周辺中学出前授業
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認定看護師 205がん化学療法看護 2015 久　保　知　之 ｸﾎﾞ ﾄﾓﾕｷ 中予 四国がんセンター

外来化学療法室に在籍し、通院治療を受ける患者の看護を担当していま
す。全診療科の患者が対象であり、様々な年齢層の患者対応を経験させ
て頂いています。また、院内認定がん化学療法看護師の育成に携わり、
症状アセスメントや連携・共働（チーム医療）に関する研修の講師や、
外来化学療法室での実習指導を行っています。

認定看護師 205がん化学療法看護 2015 阿　部　裕　美 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ 東予 済生会今治病院 がん化学療法看護、副作用によるセルフケア支援、抗がん剤の曝露対策

認定看護師 205がん化学療法看護 2015 森　　奈　月 ﾓﾘ ﾅﾂｷ 中予 愛媛大学医学部附属病院

・がん化学療法看護、副作用に対するセルフケア支援、抗がん薬曝露対
策等
・がん化学療法を受ける患者・家族が安心して治療に臨めるよう支援し
ていきます。

認定看護師 205がん化学療法看護 2016 菊　池　和　美 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾐ 南予 市立八幡浜総合病院
外来化学療法室と外科病棟で勤務しています。消化器がん、肺がん、乳
がんの患者様を担当しています。院内ラダー研修では、化学療法だけで
なく、がん看護について広く講義を行っています。

認定看護師 205がん化学療法看護 2016 梅　西　里　美 ｳﾒﾆｼ　ｻﾄﾐ 東予 HITO病院
講師：地元の看護学校での講義実施

認定看護師 205がん化学療法看護 2017 篠　崎　麻　衣 ｼﾉｻﾞｷ　ﾏｲ 中予 愛媛大学医学部附属病院
血液がんや原発不明癌のがん化学療法看護に多く携わってきました。
院内の学習会の講師として招いて頂き、経験を積んでいます。

認定看護師 205がん化学療法看護 2009 山　口　育　子 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｲｸｺ 中予 松山市民病院

外来化学療法室にて専門的な知識をもとに薬剤の安全な投与管理を実施
しています。治療選択などの意思決定支援から副作用の症状マネジメン
ト、セルフケア等その人らしい生活を送りながら治療が行えるよう支援
しています。

認定看護師 206がん性疼痛看護 2008 廣　澤　光　代 ﾋﾛｻﾜ ﾐﾂﾖ 中予 四国がんセンター
がん性疼痛を有する患者・家族の苦痛の軽減を図る。
がん終末期患者の退院支援と療養生活を継続するための苦痛緩和の方
法。

認定看護師 206がん性疼痛看護 2010 六　角　由　紀 ﾛｯｶｸ ﾕｷ 中予 愛媛大学医学部附属病院
がん患者さんが体験している痛みを和らげ、笑顔を取り戻すための看護
（例：痛みのアセスメント、薬物療法と看護師の役割、看護ケア、患者
指導など）について、一緒に知識を深めていきましょう。

認定看護師 206がん性疼痛看護 2010 青　木　美　佳 ｱｵｷ ﾐｶ 東予 住友別子病院
がん性疼痛治療に関わるスタッフが現場で活かせることを心掛けて講演
しています。

認定看護師 206がん性疼痛看護 2016 好　光　千　里 ﾖｼﾐﾂ ﾁｻﾄ 中予 四国がんセンター 院内講師（がん性疼痛　　緩和ケア）



資格 領域
認定取得年
（西暦）

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 施設名 コメント

認定看護師 207訪問看護 2011 田　村　美樹枝 ﾀﾑﾗ　ﾐｷｴ 中予 済生会松山訪問看護ステーション

訪問看護研修Ⅰの講師、在宅看護、多職種連携に関する研修講師、ケア
マネジャーや介護職員への研修講師、小児から高齢者の訪問看護、　軽
度から重度の方（看取り、難病、医療依存度の高い方）の訪問看護に対
応できます。

認定看護師 208感染管理 2005 馬　越　千　恵 ｳﾏｺｼ ﾁｴ 東予 愛媛県立今治病院

東予感染対策セミナー企画・運営
（医療福祉施設の医療従事者を対象とした感染管理に関するセミナー）
感染管理ベストプラクティス愛媛ワーキンググループのアドバイザー
医療・介護施設等からの講義依頼に対応
院内感染管理教育活動

認定看護師 208感染管理 2005 桝　田　夏　代 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾂﾖ 中予 愛媛大学医学部附属病院
ガイドラインやマニュアル等から実践に繋げられるよう努めたいと思い
ます。

認定看護師 208感染管理 2006 玉　岡　啓　子 ﾀﾏｵｶ ｹｲｺ 中予 松山赤十字病院 感染対策全般

認定看護師 208感染管理 2006 三　嶋　友　惠 ﾐｼﾏ ﾄﾓｴ 東予 四国中央病院 地域の病院や施設、学校などへ出張出前講座を行っています。

認定看護師 208感染管理 2008 西　本　麻　紀 ﾆｼﾓﾄ ﾏｷ 東予 愛媛県立新居浜病院 院内、院外（近隣施設や小学校などへの出前講座）講師

認定看護師 208感染管理 2008 宮　内　雅　文 ﾐﾔｳﾁ ﾏｻﾌﾐ 東予 十全総合病院
インフルエンザ、ノロウィルス対策を中心とし、ニーズに合わせた研修
を行いますのでよろしくお願いします。

認定看護師 208感染管理 2010 菅　原　麻　貴 ｽｶﾞﾊﾗ ﾏｷ 東予 愛媛労災病院 感染対策に関わる研修等の講師(院内、新居浜市出前講座等）

認定看護師 208感染管理 2011 西　村　小百合 ﾆｼﾑﾗ ｻﾕﾘ 東予 済生会今治病院

【実績】
院内での研修講師
近隣病院、老人保健施設での研修講師
【自己アピール】
それぞれの病院・施設のニーズや現状に合った研修をするように心がけ
ています。よろしくお願いします。

認定看護師 208感染管理 2011 山　本　由　紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 中予 松山記念病院 精神科領域の感染対策

認定看護師 208感染管理 2012 高　橋　正　人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 南予 市立八幡浜総合病院

愛媛県看護協会南予地区感染対策研修会
社会福祉施設感染症対策研修会
愛媛県看護協会実地指導者研修
愛媛県看護協会看護職員人材派遣研修
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認定取得年
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氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 施設名 コメント

認定看護師 208感染管理 2012 藤　井　克　匡 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾏｻ 東予 住友別子病院

東予地方の病院、施設、クリニック、看護学校での講師経験があります
【テーマ】
標準予防策全般（手指衛生、個人防護具、環境整備など。実技も可能）
インフルエンザ、ノロウイルス、食中毒、薬剤耐性菌、結核などの感染
対策。
血流感染防止、尿路感染防止。
外来部門での感染対策。
【アピール】
・東予地域の感染管理認定看護師とともに、東予感染対策セミナーの開
催や愛媛県看護協会会誌「ナーシング愛媛」への『感染対策のツボ』連
載など。
・感染管理ベストプラクティスSaizen愛媛WG　アドバイザー。
・日本感染管理ネットワーク学会　理事。

認定看護師 208感染管理 2013 寺　尾　直　子 ﾃﾗｵ ﾅｵｺ 中予 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 2013 花　岡　雅　也 ﾊﾅｵｶ ﾏｻﾔ 南予 市立大洲病院 講師（院内、周辺病院、社会福祉施設、地域サロンなど）

認定看護師 208感染管理 2013 増　田　奈　々 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾅ 南予 JCHO宇和島病院 講師　高齢者施設での、インフルエンザ、ノロウィルス対策研修など

認定看護師 208感染管理 2013 中　川　いづみ ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾂﾞﾐ 中予 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 2013 大　石　美　恵 ｵｵｲｼ ﾐｴ 南予 愛媛県立南宇和病院
近隣の病院、介護関連施設、一般町民への感染防止策についての研修、
講義、施設環境ラウンドを行います。

認定看護師 208感染管理 2014 長　尾　智　子 ﾅｶﾞｵ　ﾄﾓｺ 中予 松山記念病院
当院で実施している感染対策基礎コースにおいて、毎年標準予防策と感
染経路別予防策の講師をしております。

認定看護師 208感染管理 2014 髙　尾　　　悟 ﾀｶｵ ｻﾄﾙ 東予 四国中央病院
院内、院外での研修企画、実践の他、香川感染及び滅菌業務研究会役員
としても活動しています。

認定看護師 208感染管理 2015 門　脇　美　加 ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｶ 南予 大洲記念病院 地域の施設や自施設恕風会グループでの研修を行っています。

認定看護師 208感染管理 2015 横　畑　加代子 ﾖｺﾊﾞﾀ ｶﾖｺ 東予 済生会西条病院
講師（院内、近隣高齢者施設、地域の公民館）現在、院内の感染対策の
他、高齢者施設の感染対策にも取り組んでいます。
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認定取得年
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認定看護師 208感染管理 2015 青　野　晴　考 ｱｵﾉ ﾊﾙﾀｶ 中予 愛媛大学医学部附属病院
病院における感染対策だけでなく、保育園等における標準予防策につい
ても取り組んでいます。

認定看護師 208感染管理 2015 岩　本　悟　志 ｲﾜﾓﾄ ｻﾄｼ 中予 愛媛県立中央病院

認定看護師 208感染管理 2015 近　藤　啓　司 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｼﾞ 東予 西条中央病院 講師（院内・院外感染対策研修）

認定看護師 208感染管理 2015 上　田　京　子 ｳｴﾀﾞ ｷｮｳｺ 中予 愛媛県立中央病院 ＩＣＴ専従としての活動をしている。

認定看護師 208感染管理 2016 宇都宮　　　遼 ｳﾂﾉﾐﾔ　ﾊﾙｶ 中予 四国がんセンター
経験は浅いですが、研修等を通してそれぞれのご施設の方々とベストな
感染対策を考えていきたいと思っています。

認定看護師 208感染管理 2017 酒　井　京　子 ｻｶｲ ｷｮｳｺ 南予 市立宇和島病院 講師（地域病院、南予地区感染予防連絡会）

認定看護師 208感染管理 2017 伊賀上　尚　子 ｲｶﾞｳｴ　ﾅｵｺ 中予 愛媛医療センター
研修を通して地域医療の向上に少しでも貢献できるよう取り組みたいと
思います。

認定看護師 208感染管理 2018 青　野　美　幸 ｱｵﾉ ﾐﾕｷ 東予 西条市立周桑病院
院内研修及び指導
（当院職員の院内感染防止対策に対する意識向上を図る）

認定看護師 208感染管理 2018 高　瀬　正　和 ﾀｶｾ　ﾏｻｶｽﾞ 中予 愛媛大学医学部附属病院

・愛媛県リハビリ専門職協会「訪問における感染対策」の講師
・病棟兼任のICNであるという強みを活かし、現場に足を運び、病棟が直
面している様々な感染対策上の問題を抽出し、スタッフと共に解決でき
るような活動をしていきたい。また、サーベイランスや様々なコンサル
テーションに対応できるように活動したいと考える。

認定看護師 208感染管理 2018 宇都宮　保　志 ｳﾂﾉﾐﾔ　ﾔｽｼ 南予 市立宇和島病院

・2018年11月20日
　認定看護師教育課程「感染管理」非常勤講師
　医療関連感染サーベイランス
・2018年　院内感染対策研修会　職業感染　講師
　CNIC，手術室看護師を兼務しており、洗浄・消毒・滅菌やサーベイラ
ンスを得意としています。

認定看護師 208感染管理 2018 千　塲　美保子 ﾁﾊﾞ ﾐﾎｺ 東予 西条中央病院 院内の研修の講師に加え、看護学校の講師も行っています。

認定看護師 208感染管理 2018 浅　井　雄　治 ｱｻｲ　ﾕｳｼﾞ 中予 松山市民病院

・平成30年度院内感染防止対策研修会（松山ベテル病院）講師
・日本感染管理ベストプラクティスSaizen研究会アドバイザー
手術室、病棟で院内感染防止対策リンクナースを経験し、北里大学で感
染管理を学んできました。現在は院内の感染管理専従者として感染防止
対策の推進に努めております。専門性の高い手術室での経験を活かし
て、より広く細かな視点から感染対策を提案できることが、私の強みで
あると感じております。
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認定看護師 208感染管理 2005 村　上　早　苗 ﾑﾗｶﾐ　ｻﾅｴ 中予
河原学園人間環境大学松山看護学
部

2002年9月から愛媛大学医学部附属病院で、病院感染対策専従看護師とし
て組織横断的に活動していました。2005年感染管理認定看護師の資格を
取得し、2019年に大学校に異動して、現在は、臨床で培われた感染管理
等の内容を活かした授業展開をしています。

認定看護師 208感染管理 2019 高　村　弘　美 ﾀｶﾑﾗ　ﾋﾛﾐ 中予 松山赤十字病院
院内（ｅ－ラーニング、リンクナース会）講師実績あり。今後は院内、
院外において、手指衛生実技等、地域対象のニーズに合わせた研修を企
画し、活動していく予定です。

認定看護師 208感染管理 2019 若　松　一　生 ﾜｶﾏﾂ　ｲｯｾｲ 中予 松山赤十字病院

2019年に資格を取得したばかりですので、講師等の実績は院内で少しだ
けです。今後は個人用防具の着脱方法や、インフルエンザ、ノロウィル
ス等の流行性疾患についてさらに学びを深め、リソースナースとして活
用していただけるよう、自己研鑽を行っていきたいと思います。

認定看護師 209糖尿病看護 2006 松　田　佳　美 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾐ 東予 西条市民病院
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 2010 村　上　比奈恵 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅｴ 東予 済生会今治病院
院内外での研修の講師及び地域での糖尿病看護の質の向上を図るため、
今治ＣＤＥ研修会の世話人をしています。

認定看護師 209糖尿病看護 2010 徳　野　みどり ﾄｸﾉ ﾐﾄﾞﾘ 中予 済生会松山病院
１人でも多くの方に、糖尿病看護に関心を持っていただけるよう頑張り
たいと思います。

認定看護師 209糖尿病看護 2012 渡　部　夏　子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｺ 東予 愛媛労災病院

令和元年度　　新居浜市出前講座「知って得する糖尿病の基礎知識」
地域医療研修会　「知って得する糖尿病の基礎知識」
東予ＤＭ研究会（世話人）「フラッシュグルコースモニタリングシステ
ムを知ろう」

認定看護師 209糖尿病看護 2013 白　石　多　恵 ｼﾗｲｼ ﾀｴ 中予 松山赤十字病院
講師：（院内　新人研修、フットケア）
病棟ー外来間の継続支援のシステム構築に取り組み、糖尿病看護の質の
向上を目指しています。

認定看護師 209糖尿病看護 2013 西　内　美智子 ﾆｼｳﾁ ﾐﾁｺ 東予 愛媛県立今治病院

糖尿病は慢性疾患であるため、生涯に渡って自己管理が必要となってき
ます。私は、糖尿病患者様やそのご家族が持っている力を引き出し、糖
尿病を持ちながらもその人らしい生活が送れるように支援することを大
切にしています。現在は、地域包括病棟で糖尿病患者様と関わり、今後
の方向性や支援の方法などを適宜多職種カンファレンスで話し合いなが
ら、チームで統一した関わりができるように取り組んでいます。その他
にも、糖尿病の患者様を対象に新しい情報の提供や困りごとの相談、患
者様同士の交流などを目的とした患者会の開催も行っています。

認定看護師 209糖尿病看護 2013 重　松　裕　子 ｼｹﾞﾏﾂ ﾋﾛｺ 東予 済生会今治病院
院内外講師
フットケア外来、透析予防指導外来立ち上げ・運営、糖尿病啓発運動



資格 領域
認定取得年
（西暦）

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 施設名 コメント

認定看護師 209糖尿病看護 2013 湯　原　君　枝 ﾕﾊﾗ ｷﾐｴ 中予 愛媛大学医学部附属病院

講師（院内、院外）、患者会担当、
糖尿病患者さんがその人らしく生活を送りながら、療養行動をとること
ができるように支援を行っています。
また、糖尿病に関する相談支援を行っています。

認定看護師 209糖尿病看護 2013 大久保　美　喜 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷ 東予 西条中央病院

講師（院内・院外）
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
愛媛県看護協会教育委員会委員
愛媛県糖尿病療養指導士認定制度委員会　ECDE委員

認定看護師 209糖尿病看護 2014 守　谷　景　子 ﾓﾘﾔ ｹｲｺ 東予 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 209糖尿病看護 2015 二　宮　里　佳 ﾆﾉﾐﾔ ﾘｶ 南予 西予市立野村病院
　講師（院内・周辺地域）地域の限られた資源の中で、患者様がその人
らしく生活ができるように看護師としての役割に努めています。一緒に
学び、一緒に成長できることがやりがいになっています。

認定看護師 209糖尿病看護 2015 越　智　志　保 ｵﾁ ｼﾎ 東予 済生会西条病院
講師（院内継続研修、新人研修、フットケア、ＦＧＭ）院外では啓蒙活
動に取り組んでいます。今後も糖尿病看護の質向上、連携に繋がる活動
を行っていきたいです。

認定看護師 209糖尿病看護 2016 兵　頭　千　恵 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾁｴ 中予 済生会松山病院

認定看護師 209糖尿病看護 2019 中　村　彰　子 ﾅｶﾑﾗ　ｱｷｺ 中予 松山市民病院

現在施設では、入院、柄での糖尿病患者に携わっています。今後はさら
に糖尿病に関して地域や多職種とのチーム連携に努め、糖尿病を持ちな
がら生活する患者さんやご家族の心強い存在になるよう日々精進してい
きたいと思います。

認定看護師 211新生児集中ケア 2007 赤　羽　栄　子 ｱｶﾊﾞ ｴｲｺ 中予 松山赤十字病院
新生児蘇生法の定期開催を実地してしています。さらに各施設での開催
も随時受けています。

認定看護師 211新生児集中ケア 2008 山　本　美津子 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｺ 中予 愛媛大学医学部附属病院
多施設合同新人助産師研修　講師
新生児集中ケア認定看護師教育課程　講師

認定看護師 211新生児集中ケア 2010 西　田　ありさ ﾆｼﾀﾞ ｱﾘｻ 中予 愛媛県立中央病院
新生児のフィジカルアセスメント
新人助産師研修ー私の助産師キャリア開発ー

認定看護師 211新生児集中ケア 2019 谷　　　春　香 ﾀﾆ　ﾊﾙｶ 中予 愛媛県立中央病院 新生児蘇生法「専門」コースインストラクター



資格 領域
認定取得年
（西暦）

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 施設名 コメント

認定看護師 212透析看護 2014 土　居　泰　典 ﾄﾞｲ　ﾔｽﾉﾘ 南予 市立大洲病院

市民公開講座での講演「糖尿病と慢性腎臓病」
地域の透析施設を対象とした学習会
「透析中の血圧低下について科学的に考えよう」
「明日からの透析看護に活用しよう～透析患者のアセスメント～」
「透析患者の日常生活指導について」
得意分野
バスキュラーアクセス、穿刺、シャントエコーを用いた評価も実施して
います。

認定看護師 213手術看護 2006 渡　部　早　人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 中予 愛媛県立中央病院

手術看護学会四国地区研修担当　　福井大学手術認定看護師教育「体温
管理について」2018年度まで担当
看護学校講師担当「周手術期看護について」
手術中の体位固定全般(皮膚トラブル、神経損傷予防ｅｔｃ）術中の体温
管理・手術中に使用するＭＥ機器全般など多種に対して対応可、中央材
料部管に関しても可。

認定看護師 213手術看護 2006 堀　田　順　子 ﾎﾘﾀ ｼﾞｭﾝｺ 中予 松山赤十字病院
手術看護の実際について
術前訪問、術中看護、麻酔看護、術後問題（病棟と共有すべき継続問題
等）

認定看護師 213手術看護 2016 山　内　洋　美 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾐ 中予 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 2016 濱　本　　　光 ﾊﾏﾓﾄ　ｺｳ 東予 十全総合病院

周術期に関する看護、麻酔管理など学習を深めたい県内の手術に携わる
スタッフへ手術看護、周術期看護を広め共有したい。
地域公開講座講演、四国地区・全国学会座長
四国地区手術看護学会役員

認定看護師 213手術看護 2018 西　添　佐矢子 ﾆｼｿﾞｴ　ｻﾔｺ 南予 市立八幡浜総合病院
院内では、気管挿管困難時の対応、周術期として術後疼痛管理、術前・
術後の看護について研修を行っています。まだまだ不足している事も多
いのですが、一緒に学んでいきたいと思っています。

認定看護師 214乳がん看護 2009 玉　井　恭　子 ﾀﾏｲ ｷｮｳｺ 中予 松山赤十字病院

日本乳癌学会評議員
講師（院内、院外、学校、ｗｅｂ講演）一般市民への啓発活動
意思決定支援、アピアランスケアに力を入れていますが、現在は化学療
法センターに所属しており、副作用マネジメントにも取り組んでいます

認定看護師 214乳がん看護 2011 中　川　三　和 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾜ 東予 住友別子病院

・東城看護専門学校　成人看護　女性生殖器「乳がん」講師
・愛媛県がん看護実践能力向上研修「アピアランスケア・AYA世代」講師
・院内研修「セクシュアリティ」「アピアランスケア・ボディイメージ
変化支援」

認定看護師 214乳がん看護 2015 外　山　修　子 ﾄﾔﾏ ﾅｵｺ 中予 愛媛県立中央病院 乳がん看護及び支援　　院内緩和ケア、リンクナース研修担当
がんサロン担当

認定看護師 215摂食･嚥下障害看護 2008 菊　川　智　恵 ｷｸｶﾞﾜ ﾁｴ 中予 訪問看護ステーション東宇和
摂食・嚥下機能の評価、食事の形態や食べ方の工夫、口腔ケアなど、安
全においしく食べるための知識や技術を広めていきたいと思っていま
す。



資格 領域
認定取得年
（西暦）

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 施設名 コメント

認定看護師 215摂食･嚥下障害看護 2010 浅　野　由紀江 ｱｻﾉ ﾕｷｴ 中予 四国がんセンター 愛媛県看護協会や看護職員人材派遣研修等で講義を行っています。

認定看護師 215摂食･嚥下障害看護 2013 清　水　義　貴 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾀｶ 南予 市立八幡浜総合病院

講師（看護協会、急性期病院、精神科病院、介護施設、市町村、保健セ
ンター等）
提供できること
①口腔ケアの基本から応用、困難症例対応等　②食事介助　③嚥下評価
及び訓練　④摂食機能療法　⑤食形態の工夫やとろみについて　⑥地域
での取り組みなど摂食嚥下領域全般的に対応可。
出来るだけ求められるニーズに対応した講義が出来るように、時には実
技形式やグループディスカッションも取り入れる予定です。一人でも多
くの方が 後まで口から食べることができるように共に頑張りましょう

認定看護師 215摂食･嚥下障害看護 2015 定　松　ルリ子 ｻﾀﾞﾏﾂ ﾙﾘｺ 中予
訪問看護ステーション松山市医師
会

日本摂食嚥下リハビリテーション学会評議員。
在宅での食事支援技術、食事姿勢、ポジショニングについて講義経験あ
り。認定教育課程での講師「在宅における誤嚥・窒息予防・脱水低栄養
への対応」テーマに講義を行っている。

認定看護師 215摂食･嚥下障害看護 2014 藤　澤　ゆう子 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｺ 南予 愛媛県立南宇和病院

2019年度、院外講師30件以上。（市民公開講座等の住民向け研修会や専
門向け研修会など）「 後まで口から食べる」を支援できるように訪問
看護やオーラルフレイル予防教室等、地域の多職種と協同し、さまざま
なことにチャレンジしています。分野の中でも加齢と認知症による摂
食・嚥下障害を得意分野としています。

認定看護師 215摂食･嚥下障害看護 2019 山　下　かおり ヤマシタ　ｶｵﾘ 中予 愛媛県立中央病院

脳神経外科に伴う摂食・嚥下障害機能として、急性期での評価を行い、
間接訓練及び直接訓練可能かどうか判断して、機能改善、機能維持、廃
用予防に努めています。機能的口腔ケアを行い、誤嚥性肺炎も行ってい
ます。食事時のポジショニングや食事形態なども、体験型学習を取り入
れ、研修対象者により分かり易く学んでもらうようにしています。

認定看護師 216小児救急看護 2008 阪　田　千　春 ｻｶﾀ ﾁﾊﾙ 中予 松山赤十字病院

医療関係者だけでなく、養護教諭、保育士など子どもにたずさわる多く
の方々に研修企画、講師を行ってきました。急変時の対応から子どもの
フィジカルアセスメント、虐待対応までいろいろな内容を分かり易く伝
えたいと思います。

認定看護師 216小児救急看護 2014 佐々木　かおり ｻｻｷ　ｶｵﾘ 中予 松山赤十字病院
看護学校講師（非常勤）　　喀痰吸引等研修（第3号研修）
愛媛大学医学部小児科研修インストラクター

認定看護師 216小児救急看護 2016 藤　原　優　子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 中予 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た看護ケア、発達段階に応
じたフィジカルアセスメントと急変予測、小児救命救急処置、ホームケ
アや事故予防などの家族支援、虐待予防と対応、などに関する活動を
行っています。

認定看護師 217認知症看護 2006 浅　見　千代美 ｱｻﾐ ﾁﾖﾐ 中予 松山赤十字病院
認知症ケアサポートチームでの活動や物忘れ外来。
院内外での認知症に関する研修会講師等をさせて頂いています。
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認定看護師 217認知症看護 2009 真　鍋　光　子 ﾏﾅﾍﾞ ﾐﾂｺ 東予 愛媛県立新居浜病院
愛媛県看護協会主催
認知症看護研修、看護職員対象認知症対応力向上研修講師

認定看護師 217認知症看護 2011 福　島　真　紀 ﾌｸｼﾏ ﾏｷ 東予 愛媛県立今治病院
認知症ケア上級専門士
愛媛県看護協会認知症看護研修、看護職員の認知症対応力向上研修講師

認定看護師 217認知症看護 2013 大　岡　奈穂子 ｵｵｵｶ ﾅﾎｺ 中予 愛媛大学医学部附属病院
講師（院内、看護協会、他施設）
認知症の病態に応じた看護の実践・指導・相談・家族支援

認定看護師 217認知症看護 2015 渡　部　昭　子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 東予 西条中央病院 講師（愛媛県看護協会、他病院）

認定看護師 217認知症看護 2016 白　石　澄　恵 ｼﾗｲｼ ｽﾐｴ 南予 市立大洲病院

愛媛県看護協会認知症対応力向上研修　講師
近隣施設、病院での講義
認知症初期集中支援チームへの参加
大洲ふれあい・いきいきサロンへの出前講座
介護予防サークルへの出前講座

認定看護師 217認知症看護 2017 松　田　智　江 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｴ 中予 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 217認知症看護 2018 柏　　　潤　耶 ｶｼﾜ　ｼﾞｭﾝﾔ 東予 HITO病院
急性期病院にて認知症ケア加算Ⅰを取得し活動しています。
臨床倫理認定士の資格も有しています。急性期病院における認知症ケア
や倫理的な問題についての相談を受けています。

認定看護師 217認知症看護 2018 石　川　和　美 ｲｼｶﾜ　ｶｽﾞﾐ 東予
定期巡回・随時対応型訪問介護看
護いしかわ

講師：介護職員初任者研修
　　　　自法人、グループ法人内
グループホーム、サービス付高齢者向け住宅、認知症カフェ、おとなこ
ども食堂にて介護相談対応

認定看護師 217認知症看護 2019 城　　　美　鈴 ｼﾞｮｳ　ﾐｽｽﾞ 中予 松山市民病院
認知症サポートチームでの活動や院内研修の講師を行っています。今後
は、院内だけでなく地域で暮らす認知症者がその人らしく生活できるよ
うサポートしていきたいと思います。

認定看護師
218脳卒中リハビリテー
ション看護

2010 木　坂　理　絵 ｷｻｶ　ﾘｴ 東予 愛媛県立新居浜病院

（研修講師）
・脳血管疾患の特徴を踏まえた再発予防とリハビリテーション（介護予
防従事者研修会）
・脳卒中急性期における廃用症候群予防とADL拡大のためのリハビリテー
ション看護（近隣病院）

認定看護師
218脳卒中リハビリテー
ション看護

2011 地久里　公　美 ﾁｸﾘ ｸﾐ 中予 愛媛大学医学部附属病院

院内では、フィジカルアセスメント研修として、脳卒中発症時の早期発
見のための観察ポイントについて、講義・演習を行っています。また、
対象者の生活者としての回復を目指して、残された機能の見極めや引き
出すためのリハビリテーション看護を大切にしています。
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認定看護師
218脳卒中リハビリテー
ション看護

2016 豊　崎　陽　子 ﾄﾖｻｷ ﾖｳｺ 中予 松山市民病院

講師（院内）
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。
「寝たきりゼロ、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実践していきます。

認定看護師
218脳卒中リハビリテー
ション看護

2018 川　本　小夜子 ｶﾜﾓﾄ　ｻﾖｺ 東予 片木脳神経外科
今治看護学校で成人看護学（脳神経外科看護）の講師をしております。
院内では多職種と共働し、勉強会を開催しております。

認定看護師 219がん放射線療法看護 2011 橋　本　君　代 ﾊｼﾓﾄ ｷﾐﾖ 中予 愛媛大学医学部附属病院
放射線治療を受ける患者・家族に対するセルフケア指導、副作用に対す
る看護を実践している。

認定看護師 219がん放射線療法看護 2012 大賀美　典　子 ｵｵｶﾞﾐ ﾉﾘｺ 中予 四国がんセンター

・さまざまな放射線治療を受ける患者に対して、放射線治療の特徴を生
かし、さらに有害事象の予測をした看護介入を行っています。
・専門分野教育では、放射線療法看護の基礎や応用、症状マネジメント
等の講義をしています。

認定看護師 219がん放射線療法看護 2013 辻　　　さおり ﾂｼﾞ ｻｵﾘ 中予 四国がんセンター
がん放射線療法の基礎、有害事象のアセスメント等について、患者、家
族が安心して治療を受けるための看護について指導する。
過去、河原学園や愛媛医療センター看護学校で講義を行った。

認定看護師 220慢性呼吸器疾患看護 2012 竹　村　美　勝 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｶﾂ 中予 愛媛大学医学部附属病院
・講師（院内、院外）
・院内ラウンド
・在宅酸素療法、禁煙外来

認定看護師 220慢性呼吸器疾患看護 2013 大　野　静　香 ｵｵﾉ ｼｽﾞｶ 中予 愛媛医療センター
呼吸器疾患患者の治療や看護、セルフマネジメント等について看護学校
や院内外で講師をしています。

認定看護師 220慢性呼吸器疾患看護 2017 田　中　貴　大 ﾀﾅｶ　ﾀｶﾋﾛ 東予 住友別子病院
酸素療法やＮＰＰＶのマスクフィッティング、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 2013 得　松　美　月 ﾄｸﾏﾂ ﾐﾂｷ 中予 愛媛大学医学部附属病院
急性期から慢性期、終末期の各病期における看護実践、植込型補助人工
心臓など高度医療を受けられる患者・家族のサポートを行っています。

認定看護師 221慢性心不全看護 2018 松　浦　典　子 ﾏﾂｳﾗ　ﾉﾘｺ 南予 愛媛県立南宇和病院

心不全リスクから急性期・慢性期・終末期まで、あらゆる病期の患者が
そのひとらしい生活を続けられることを目標に、療養支援・意思決定支
援などを行っています。特に地域と連携した入退院支援や外来での継続
的フォローアップに力を入れており。医療ニーズや増悪リスクの高い患
者に対する訪問看護・指導も行っています。

認定看護管理者 2006 二　宮　加惠美 ﾆﾉﾐﾔ ｶｴﾐ 中予 愛媛県看護協会
愛媛県看護協会認定看護管理者教育課程
・フアーストレベル　講師　平成18年、20年、22年
・セカンドレベル　　講師　平成19年、21年



資格 領域
認定取得年
（西暦）

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 施設名 コメント

認定看護管理者 2006 吉　田　昭　枝 ﾖｼﾀﾞ ｱｷｴ 中予 愛媛県看護連盟
愛媛県看護協会　ファーストレベル、セカンドレベル
愛媛県県立医療技術大学看護学科「看護管理」
愛媛県看護協会、新規入会者研修

認定看護管理者 2007 小　椋　史　香 ｵｸﾞﾗ ﾌﾐｶ 中予 愛媛県看護協会
・保健師助産師看護師実習指導者研修
　（看護管理、看護の動向）
・経営戦略（SWOT分析と目標管理）

認定看護管理者 2007 伊　藤　千　鶴 ｲﾄｳ　ﾁヅﾞﾙ 東予 愛媛労災病院 愛媛県認定看護管理者教育委員及び講師

認定看護管理者 2010 田　渕　典　子 ﾀﾌﾞﾁ ﾉﾘｺ 中予 HITO病院
講師：広島県看護協会　看護管理者研修セカンドレベル「人材育成」
日総研「入退院支援」

認定看護管理者 2010 松　岡　君　代 ﾏﾂｵｶ ｷﾐﾖ 南予 JCHO宇和島病院

認定看護管理者 2010 曽我部　恵　子 ｿｶﾞﾍﾞ ｹｲｺ 東予 済生会今治病院
平成25年度、平成27年度、平成29年度、令和元年度
愛媛県看護協会、認定看護管理者教育課程セカンドレベル
「看護組織管理論の単元　コンフリクトマネジメント、交渉術」講師

認定看護管理者 2011 竹　田　喜久恵 ﾀｹﾀﾞ ｷｸｴ 中予 北条病院
・愛媛県看護協会ファースト講師
・放射線第一病院にて講師

認定看護管理者 2012 矢　野　糸　枝 ﾔﾉ　ｲﾄｴ 中予 愛媛十全医療学院附属病院
・島根県看護協会認定看護管理者教育課程
　セカンドレベル統合演習指導
・看護師養成所における看護管理の授業

認定看護管理者 2012 中　橋　恵　子 ﾅｶﾊｼ ｹｲｺ 南予 市立宇和島病院

認定看護管理者 2012 高須賀　久美子 ﾀｶｽｶ ｸﾐｺ 中予 愛媛医療センター
徳島県、愛媛県にて看護協会での看護管理者教育課程研修に携わりまし
た。

認定看護管理者 2013 山　田　悦　子 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾂｺ 南予 愛媛県立南宇和病院
認定看護管理者研修セカンドレベル、ファーストレベル講師6年間、リ
ソースナースとして医療安全の研修を地域の病院で行いました。

認定看護管理者 2013 兵　頭　厚　美 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱﾂﾐ 南予 西予市立西予市民病院

認定看護管理者 2013 田　坂　嘉　子 ﾀｻｶ ﾖｼｺ 東予 西条中央病院
認定看護管理者教育課程　ファーストレベル講師
認定看護管理者教育課程セカンドレベル支援者
愛媛県看護協会、リソースナースマネジメント委員会看護管理部会委員
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認定取得年
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氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 施設名 コメント

認定看護管理者 2014 渡　辺　小百合 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻﾕﾘ 中予 愛媛県立中央病院 H29年度セカンドレベル　看護管理実践計画演習支援

認定看護管理者 2014 鎌　倉　文　子 ｶﾏｸﾗ ｱﾔｺ 東予 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 2014 児　島　二美子 ｺｼﾞﾏ　ﾌﾐｺ 中予 松山赤十字病院 愛媛県看護協会セカンドレベル講師

認定看護管理者 2015 守　屋　昭　子 ﾓﾘﾔ ｱｷｺ 東予 住友別子病院

認定看護管理者 2016 東　    良  子 ｱｽﾞﾏ　ﾘｮｳｺ 中予 済生会松山病院
・松山城南高等学校看護科専攻科看護管理講師
・認定看護管理教育課程セカンドレベル支援者

認定看護管理者 2016 山　中　志　麻 ﾔﾏﾅｶ　ｼﾏ 南予 市立大洲病院
認定看護管理者教育課程セカンドレベル　講師
大洲ふれあい･いきいきサロンへの出前講座

認定看護管理者 2016 徳　丸　陽　子 ﾄｸﾏﾙ　ﾖｳｺ 中予 訪問看護ステーションみさわ
・平成30年度　愛媛県看護協会主催　在宅に向けて多職種連携に関する
研修会　シンポジスト
・平成30年、令和元年度　愛媛県看護協会　在宅ケア推進委員会委員

認定看護管理者 2016 宮　嶋　優　里 ﾐﾔｼﾞﾏ　ﾕﾘ 東予 済生会今治病院
平成28年～認定看護管理者教育委員会委員（愛媛県看護協会）
平成29年度、令和元年度：愛媛県看護協会セカンドレベル講師

認定看護管理者 2016 山　下　清　美 ﾔﾏｼﾀ　ｷﾖﾐ 中予 松山赤十字病院 ・愛媛県看護協会ファーストレベル統合演習支援者（平成31年度）

認定看護管理者 2017 三　笠　照　美 ﾐｶｻ ﾃﾙﾐ 中予 松山市民病院
2017年4月から看護部長を拝命し、院内で看護部研修を実施しています。
部長歴が短い為、これから地道に実績を重ねていきたい。

認定看護管理者 2017 友　澤　永　子 ﾄﾓｻﾞﾜ ﾅｶﾞｺ 中予 松山赤十字病院

医療コンフリクト・マネジメントの講師
医療メディエ－ター協会認定シニアトレーナー
医療安全管理者養成研修講師（愛媛県・香川県看護協会）
認定看護管理者教育課程セカンドレベル支援者

認定看護管理者 2017 毛　利　美　鈴 ﾓｳﾘ ﾐｽｽﾞ 東予 四国中央病院
認定看護管理者教育課程セカンドレベル支援者
四国中央医療福祉総合学院：　看護管理講師

認定看護管理者 2017 久　保　　　幸 ｸﾎﾞ ｻﾁ 中予 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
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認定看護管理者 2018 柏　　　美栄子 ｶｼﾜ　ﾐｴｺ 中予 済生会松山病院 認定看護管理者教育課程ファーストレベル支援者

認定看護管理者 2018 大　西　文　恵 ｵｵﾆｼ ﾌﾐｴ 中予 松山赤十字病院 愛媛県看護協会認定看護管理者教育課程（ファーストレベル）講師

認定看護管理者 2019 酒　井　富　美 ｻｶｲ　ﾌﾐ 中予 松山赤十字病院

認定看護管理者 2019 藤　本　葉　子 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾖｳｺ 東予 十全総合病院

認定看護管理者 2019 菅　　　美　幸 ｶﾝ　ﾐﾕｷ 東予 愛媛県立今治病院

認定看護管理者 2019 三　浦　雅　美 ﾐｳﾗ　ﾏｻﾐ 中予 済生会松山訪問看護ステーション

認定看護管理者 2019 白　石　ゆかり ｼﾗｲｼ　ﾕｶﾘ 中予 伊予病院


