
●令和４年度NST専門療法士合格者一覧

◆看護師

浅見　杏 安藤　京子 飯田　百合恵 家藤　由乃 五十嵐　夕生 五十嵐　美咲

石原　寿恵 出野　紗代 伊藤　恵 伊藤　美穂 稲毛　みゆき 上原　頌子

内田　妙香 大家　樺純 大塚　かずみ 大槻　晶子 大西　琴美 大野　菜緒

大野　菜那 大村　泰正 岡本　幸代 沖　幸次 小倉　健太郎 小澤　裕子

小野　幸子 平田　亜矢子 香月　美咲 金子　美佐子 金子　由佳 河野　美穂

川端　俊弘 河端　佳菜 北村　奈子 九埜　絢子 小針　貴也 歳桃　ひとみ

坂本　明菜 坂本　修子 迫　捺希 佐々木　志保 佐藤　裕美 佐藤　りさ

佐藤　誠 佐藤　雅士 塩本　佐知子 須賀　里菜 菅原　淳子 砂原　貴子

髙山　さち 田中　悠加 谷口　恭一 谷郷　恵美 塚本　裕巳 寺井　智佳子

中尾　久美子 永留　舞 成田　恵 西津　智佳子 西山　豊心 萩原　寛幸

林　瑶子 干場　可菜 堀川　由梨 松下　志織 松本　紗樹 水野　勝枝

宮田　梓 椋本　五月 盛本　優香 谷地　寛樹 山﨑　佑季 山科　雄一

山田　祥代 渡邊　真二



◆薬剤師

相島　麻実 小川　未希 青木　まりあ 赤尾　美奈 浅澤　友希 足立　真吾

新垣　剛 飯村　勝成 家村　美貴子 石井　杏奈 石村　真琴 五十川　達哉

伊藤　香織 伊東　佑樹 伊藤　博美 伊花　和宏 井元　勇希 宇佐見　恭代

牛山　未希 内田　智美 及川　瞬 大江　保奈美 大澤　麻希 大田　夏実

大塚　恵子 大塚　鈴音 大西　暁枝 大貫　敏明 小口　綾 小倉　輝正

尾﨑　正和 小関　崇文 甲斐　知美 片岡　美咲 片山　貴久美 片山　陽介

壁谷　瑞穂 亀田　雅之 鴨林　宏樹 川上　莉奈 河田　直樹 菅　美那子

菊地　智博 北　量子 北川　奈津子 北川　由利子 北村　麻理愛 金　聖暎

久保木　千晴 久保山　瑛理 小出　大輔 河野　なるみ 河野　楓 古賀　祥子

越野　早紀 小杉山　迪子 小宮　実直 古屋　宏章 權田　革達 近藤　宏樹

斎藤　祥子 齋藤　雄大 境田　昌江 佐々木　佳世子 塩田　裕子 繁田　瞳

宍戸　友理 渋川　法子 嶋﨑　真耶 清水　佳代 小路　晃平 陣内　智美

水津　歩実 遊見　祐太 鈴木　悠里 須原　良海 角倉　静香 関　元成

瀨下　貴大 瀬戸　裕美子 副島　梓 曽和　鮎美 高橋　一実 髙橋　和加奈

髙橋　彩 武井　寛美 田島　英 立石　真奈 田中　将太 田中　愛美

田中　慎 壇　梨恵 塚田　絵美 坪井　憲江 坪倉　光佑 坪田　結香

寺口　徹 當麻　恵子 友田　江美 長井　絵里子 永岡　奈々恵 中川　はる奈

中島　悟 中島　明日香 中田　千博 中村　匡志 西田　愉可利 野口　直輝

野澤　直史 野島　ちひろ 野田　茜 野呂　彩美 萩野　佑紀 長谷川　麻美

畠中　佳代 八幡　郁子 濵田　敦美 早坂　望 原島　大輔 東野　公亮

東野　愛 平松　香菜 広兼　綾乃 福井　里佳 福澤　美夕 福島　隆宏

福水　寛史 藤井　悠 藤田　絵美 舩越　美帆 古橋　草平 北條　重文

保坂　まり恵 細谷　拓史 増田　喬行 松尾　待池 松尾　拓 松島　彩音

松本　和 真野　澪 丸岡　浩太 三谷　亜季 皆谷　和弘 南　有里

宮﨑　縁 村田　秋緒 森松　智之 森村　明音 問註所　英明 矢儀田　美和子

矢口　久美子 八巻　貴太 山﨑　杏津子 山崎　智司 山﨑　崇子 山下　梓沙

山田　文子 山本　正和 山本　大策 山本　麻代 山本　文哉 柚木　奈々

養田　聡子 横田　美有 吉村　麻美 領家　朋美 若宮　紀子 和久　裕尚

渡邉　恵美



◆管理栄養士

青木　紀子 赤星　睦美 麻　紗里芳 浅野　なつ美 畔田　友紀 阿美古　菜摘

安倍　初美 阿部　聖子 荒川　綾子 荒木　美香 石坂　貴子 石松　浩太

石丸　裕子 礒崎　絵吏 市川　奈津子 伊藤　真由美 井上　早希子 井上　結香子

井村　千恵 岩松　大樹 上戸　春那 内山　友絵 梅本　早紀 及川　あずさ

大里　繭子 大城　愛美 太田　由希 大谷　清香 大都　秋美 大日方　奈月

大山　真穂 岡本　和之 奥東　紗也加 小田　恵璃 小ノ澤　亜希子 小原　奈々

笠井　由季菜 加地　真梨 片瀬　理美 加藤　睦美 加藤　奈月 加藤　昌子

加藤　里佳 金指　麻衣 金木　美佳 兼弘　朋実 亀岡　真菜 嘉陽　百合奈

河合　杏奈 川﨑　育美 川下　美穂 川尻　英理 川手　美穂 河村　美希

神原　萌 岸本　由加里 木村　和子 工藤　裕子 熊澤　誌保美 倉脇　里穂

栗原　愛羅 久留米　藍 桒名　未来 小泉　貴司 小瀬　千晶 木場　美紀

小林　まい 小柳　雄一 近藤　恵美子 紺野　亜衣 坂本　有花 櫻井　史明

佐藤　文哉 佐藤　晶子 佐藤　千紘 佐藤　孝枝 塩澤　由起子 式見　良博

篠原　サチ代 新發田　真弓 島袋　真紀 清水　さゆり 下谷　幸 須藤　幸子

副島　育子 高尾　理紗 高橋　沙苗 多喜　淳夫 竹谷　綾加 竹之内　弘美

玉井　康造 玉利　洋美 田村　友香理 筑後　桃子 筒井　博子 鶴田　恵

照内　文子 東久保　良美 東﨑　綾香 冨田　秋香 中川　智香子 中島　徹

永島　友美 中谷　友里恵 中野　明日香 仲野　潤 中原　忍 永洞　梓

中村　和彦 中村　友佳里 成田　勇志 南口　将樹 西川　沙絵 西澤　明日香

西田　沙紀 西野　修平 西村　美穂 西村　萌 西村　祐梨香 野村　優希

芳賀　由子 櫨川　真理江 畑　勝智 濵田　ちひろ 樋富　美咲 平田　佐智代

平林　槙 廣佐古　裕子 廣畠　佑希子 深谷　ミキ 福元　愛里 藤井　諭美

藤﨑　香 藤原　彩 武馬　絵莉子 ブラウン　章子 古川　あずさ 古川　志穂

星野　早紀 正岡　美由紀 益山　涼子 松岡　良美 松下　光里 松本　美保

三浦　智広 水本　沙織 三宅　奈穂 宮﨑　希 宮原　摩耶子 村川　里佳

茂木　あすか 本藤　沙来 安田　麻里 栁泉　愛 山口　小百合 山口　恵実

山口　すみれ 山崎　亜子 山崎　愛子 山下　藍 山田　愛梨 山見　亮

山本　遥香 山元　真雅 山本　まどか 山本　祥恵 山本　真弓 吉田　貴絵



★臨床検査技師

石倉　純子 柴　優子 遠山　麻 濵田　莉加 宮野　汐里

★理学療法士

飯塚　幸男 岩丸　裕介 浦野　大二郎 筧　慎吾 齋藤　俊輔 関　優

関　百合子 相馬　千尋 平野　志保 福澤　賢 宮澤　佑治 森田　勇人

柳野　克幸 山下　裕 山本　聖子

★作業療法士

小野寺　蓉子

★言語聴覚士

飯塚　優子 木戸　友夏里 佐藤　光 田口　里香 中野　達也 西畑　祐子

平岡　圭子 藤江　久仁子 水戸部　研吾 吉川　浩平

★歯科衛生士

五十嵐　麻美 松橋　知恵


