
令和3年度　ACP研修会（概論編）　修了者一覧

氏名(敬称略) 施設名

1 相澤 喜美子 浅井薬局

2 東 友美 セントケア 訪問看護ステーション中川

3 疇地 修 ファーマシーオトーバシドラッグ

4 アピア 英子 かざぐるま訪問看護事業所

5 荒井 朋子 (株)メディカルブレイン　みんなの薬局中村

6 石川 菜摘 なの花薬局栄生店

7 石黒 佐度美 訪問看護ステーション上社

8 石原 千春 調剤薬局amano名古屋医療センター前２号店

9 石山 秀明 スギ薬局高畑店

10 磯村　裕子 中区介護保険事業所

11 市川 浩行 守山ひまわり薬局

12 伊藤 亜希子 コｰプあいち福祉サｰビス昭和居宅

13 伊藤 暖果 南区歯科医師会

14 伊藤 歌那 ハロー薬局忠次店　

15 伊藤 智恵 昭和区西部いきいき支援センター

16 伊藤 真優 スマイルナーシング中川

17 犬飼 亜樹 訪問看護ステーションまつかげ

18 岩奥 朋美 並木病院

19 岩崎 加奈 守山保健センター

20 岩田 裕行 クオール

21 上田 美寿代 名古屋第一赤十字病院

22 内田 明美 かざぐるま居宅介護事業所

23 有働 大助 増子記念病院　医療福祉相談室

24 有働 文雄 安井病院

25 占部　智津子 マイスター薬局徳重店 

26 大竹 直美 訪問看護ステーション上社

27 大橋 佳祐 中日病院

28 大橋 弘治 大島薬局

29 小笠原　直美 サエラ薬局　砂田橋店

30 小笠原 陽子 居宅介護支援事業所ジィトップ

31 奥宮　由架 いいだまち調剤薬局

32 小川 しほ 増子記念病院　医療福祉相談室

33 小川 順子 居宅介護支援事業所井の森

34 小川 弘恒 医療法人　愛知クリニック

35 織田 万里子 並木病院

36 垣脇 恭 清水薬局

37 景山 友実 楓林花の里

38 加地 清美 訪問看護ステーションまつかげ

39 粕谷 秀文 ケア21　上飯田

40 片岡　友子 ますこ訪問看護ステーション

41 片岡　容子 アイランド薬局　泉店

42 加藤 香代子 居宅介護支援事業所井の森

43 加藤 由美子 グリーン訪問看護けろっと

44 加藤 ルミ 訪問看護ステーション上社

45 金澤 克洋 このみ薬局

46 加納 洋平 名古屋市西区保健福祉センター福祉課

47 上甲 久理 一般財団法人　名古屋市療養サービス事業団　名古屋市緑・天白ケアマネージメントセンター

48 神山 浩美 名古屋市中村区訪問看護ステーション

49 川口 利江 医療法人　香徳会

50 川口 真有美 守山名東ケアマネジメントセンター

51 川角 多永子 中部調剤薬局

52 川本 寿恵 名古屋市中・東訪問看護ステーション

53 菊池 悦子 ソフィア訪問看護ステーション瑞穂

54 北澤 理恵 犬養産業株式会社

55 楠木 安希恵 中川保健センター

56 黒木 秀一 社会医療法人　大真会　大隈病院
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57 河野 恵里奈 しあわせケアプラン

58 小島 洋二 小島内科クリック

59 坂 塁 並木病院

60 酒井 千賀子 名古屋市緑・天白ケアマネージメントセンター

61 酒井　直美 ケミストムトウ薬局　大幸店

62 坂口 陽子 中川区介護保険事業所

63 坂元 里枝 中日処方せん調剤薬局

64 佐久間 美咲 クオール薬局志賀店

65 佐藤 章 ハピナス訪問看護ステーション

66 佐藤 樹里 訪問看護ステーション上社

67 澤村 綾 ますこ訪問看護ステーション

68 澤柳 美紀子 中川区介護保険事業所

69 塩川 智代 名古屋市保健所熱田保健センター

70 鴫原 裕子 訪問看護ステーション上社

71 柴田 美音 スマイルナーシング株式会社

72 柴田 清子 居宅介護支援事業所

73 地引 勝 日本調剤 名大前薬局

74 白谷 玲 メイトウホスピタル

75 杉浦 憲太郎 名古屋市北区東部いきいき支援センター

76 杉田 麻里子 訪問看護ステーションまつかげ

77 鈴木　淳子 中区介護保険事業所

78 鈴木 友季子 居宅介護支援事業所つくしみなみ

79 曽我 みゆき クオール薬局庄内通店

80 曽田　和已 太陽堂薬局

81 髙田　理架 白壁調剤薬局

82 滝川 幸枝 中村区訪問看護ステーション

83 竹内 啓貴 リハプロ訪問看護ステーション▪名古屋

84 竹上 勝 定期巡回随時対応型訪問介護看護トーキング

85 武市 比登美 訪問看護ステーションまつかげ

86 立枩 あつ子 立枩薬局

87 立枩 廷族 立枩薬局

88 立松 由希恵 居宅介護支援事業所キリン

89 田畑 薫 善常会居宅介護支援事業所

90 千原 和季 訪問看護ステーション上社

91 辻　洋美 中区介護保険事業所

92 都築 育己 特別養護老人ホーム黒石荘

93 寺田 弥生 コープあいち福祉サービス名東居宅

94 寺本 祐子 ますこ訪問看護ステーション

95 冨田 千亜紀 訪問看護ステーション上社

96 中原 里香 中日病院

97 中村 剛士 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院

98 中本 早苗 名古屋市守山・名東ケアマネージメントセンター

99 西田 頼子 名古屋市中・東訪問看護ステーション

100 西野　登志美 アミカごきそ介護センター

101 丹羽 智也 クオール薬局庄内通

102 根來　江利子 中区介護保険事業所

103 林 久枝 コープあいち福祉サービス昭和居宅

104 原 あやか 増子記念病院　医療福祉相談室

105 原田 祐希 （株）訪問看護ステーション山品

106 平野 潤子 あくとケアみどり

107 蛭川 生枝 訪問看護ステーション上社

108 深谷 佳宏 ココカラファイン薬局名古屋栄店

109 福井 勝 オーネスト戸田川　指定居宅介護支援事業所

110 藤井 仁 名古屋掖済会病院

111 藤重 文子 みちのべ指定居宅介護支援事業所

112 藤田　布実子 中区介護保険事業所

2 



令和3年度　ACP研修会（概論編）　修了者一覧

氏名(敬称略) 施設名

113 藤田 保子 昭和区西部いきいき支援センター

114 藤原 潤子 訪問看護ステーション上社

115 夫馬 由稀江 みずほ玉水薬局

116 堀田 真理 ばんたね病院

117 本間 めぐみ 中日病院

118 前田　道子 名古屋市守山・名東ケアマネージメントセンター

119 松本 千佳子 名古屋市立大学病院

120 水谷 智子 訪問看護ステーション「トント」

121 宮澤 佳菜恵 セントケア中部株式会社訪問看護ステーション中川

122 宮脇 絹恵 株式会社なの花中部　なの花薬局栄生店

123 村越 忍 名古屋掖済会病院

124 村田 千春 おおくま病院

125 望月 夏子 指定居宅介護支援事業所ちよだ

126 森 尚毅 トーカイ薬局　中村店

127 森 幸 清水薬局

128 森坂 季子 中日病院

129 山口 厚子 訪問看護ステーションまつかげ

130 山口 達也 医療法人名南会　中川診療所

131 山崎 誠一郎 トキワ調剤薬局

132 山田 美智 アミカごきそ介護センター

133 山中 秀高 名南ファミリークリニック

134 山本　崇之 Nagoya Medical Center

135 湯浅　やよい 名古屋市熱田区いきいき支援センター

136 横井 ちさと ケアパートナー大高

137 横田 麻香 名古屋掖済会病院

138 吉川 英佑 エム・エヌ調剤薬局

139 吉川 真由美 千種保健センター

140 米津 里美 よねづ内科クリニック訪問看護にじいろ

141 渡辺 利美 昭和区西部いきいき支援センター

142 渡 裕也 クオール株式会社名古屋事務所
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