
健康福祉部
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派遣期間
自 至

当麻 美樹 医師

宮本 哲也 医師

岩田 美香 看護師

田阪 恵 看護師

松尾 直樹 業務調整員（事務）

大野 伯和 医師

堀毛 三津子 看護師

荻野 智美 看護師

桂 智美 業務調整員（薬剤師）

柏木 航 業務調整員（放射線技師）

小林 誠人 医師

幸部 吉郎 医師

藤巻ゆかり 看護師

藤田 雅之 看護師

礒部 尚志 医師

小原 和弘 医師

細田 直子 看護師

村田 愛 看護師

金森 章人 業務調整員（放射線技師）

西島 章 業務調整員（臨床工学技士）

３／１２ ～ ３／１６ 中山 伸一 医師

上田 泰久 医師

津田 雅美 看護師

大西 毅 看護師

中田 正明 業務調整員（放射線技師）

安部 雅之 業務調整員（事務）

松山 重成 医師

中山 晴輝 医師

境 加奈子 看護師

鎌本 織江 看護師

安藤 和佳子 業務調整員（薬剤師）

渥美 生弘 医師

徳田 剛宏 医師

大矢 健介 看護師

山口 優 看護師

斉藤 寿一郎 業務調整員（事務）

林 卓郎 医師

黒田 有恒 業務調整員（事務）

横山 雅人 医師

伊藤 淳 医師

熊田 博樹 看護師

吉位 哲一 業務調整員（薬剤師）

宮崎 克之 業務調整員（検査技師）

宇野 健一 業務調整員（事務）

岩手県
（いわて花巻空港）

西脇市立西脇病院３／１２ ～ ３／１４

兵庫県立加古川医
療センター

兵庫県立柏原病院

公立豊岡病院組合
立豊岡病院

国立病院機構 姫
路医療センター

３／１２ ～ ３／１４

３／１２ ～ ３／１６

東日本大震災 兵庫ＤＭＡＴ派遣名簿

派遣先 氏名 所属 職種

３／１２ ～ ３／１５

３／１２ ～ ３／１４

兵庫県災害医療セ
ンター

神戸市立医療セン
ター中央市民病院

３／１２ ～ ３／１５

３／１３ ～ ３／１６

宮城県
（霞目ＳＣＵ）

岩手県
（いわて花巻空港）

岩手県
（いわて花巻空港）

兵庫県
（伊丹空港）

３／１２ ～ ３／１５

３／１２
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吉田 剛 医師

板垣 有亮 医師

桐原 羽香 看護師

吉次 育子 看護師

小西 稔 業務調整員（放射線技師）

井戸口 孝二 医師

遠山 一成 医師

黒田 真希 看護師

深尾 佳世 看護師

伊藤 玲央 業務調整員（事務）

末次 弘実 医師

山本 芳央 医師

城尾 恵子 看護師

松下 佐智子 看護師

千﨑 昭輝 業務調整員（薬剤師）

中島 卓也 業務調整員（事務）

本多 祐 医師

山本 浩 医師

井上 朋之 看護師

山下 恵二 看護師

中尾 浩司 業務調整員（放射線技師）

久保山 一敏 医師

山田 太平 医師

山田 裕基 看護師

源 貴裕 業務調整員（放射線技師）

冨加見 教男 業務調整員（臨床工学技士）

岩手県
（いわて花巻空港）

３／１２ ～ ３／１４

兵庫医科大学病院

３／１２ ～ ３／１４

赤穂市民病院

兵庫県立姫路循環
器病センター

神戸大学医学部附
属病院

３／１２

３／１２ ～ ３／１４

兵庫県
（伊丹空港）

岩手県
（いわて花巻空港）

３／１２ ～ ３／１４

- 566 -



災害拠点病院、県立病院救護班派遣職員（宮城県）

自 至

藤原 慶一 県立尼崎病院 医師
木村 俊幸 県立尼崎病院 医師
今井 健太 県立尼崎病院 医師
吉永 孝之 県立尼崎病院 医師
片岡 裕貴 県立尼崎病院 医師
鷲田 幸一 県立尼崎病院 看護師
工藤 好子 県立尼崎病院 看護師
寺澤 聡恵 県立尼崎病院 看護師
後藤 賢一 県立尼崎病院 看護師
寺崎 展幸 県立尼崎病院 薬剤師
南 智也 県立尼崎病院 検査技師
吉岡 勇気 県立淡路病院 外科医長 医師
岩崎 正道 県立淡路病院 内科医員 医師
矢野さゆみ 県立淡路病院 主任 看護師
樫木 真仁 県立淡路病院 主任 看護師
城古 晃 県立淡路病院 職員 薬剤師
松尾 茂伸 県立淡路病院 主査 放射線技師
制野 勇介 県立塚口病院【小児】 医師
中島由記子 県立塚口病院【小児】 看護師
三好 直貴 県立姫路循環器病センター循環器内科医長 医師
辻井 弘一 県立姫路循環器病センター主任 看護師
竹原 歩 県立姫路循環器病センター主任 看護師
岸本 博 県立姫路循環器病センター主任 看護師
土井本 和久 県立姫路循環器病センター主査 薬剤師
田中裕也 県立こども病院【小児】 医師
松末昌士 県立こども病院【小児】 看護師
藤井 直彦 県立西宮病院 医師
柏崎 正樹 県立西宮病院 医師

3/30 ～ 4/3 小泉 麻由美 県立西宮病院 看護師
西窪 奈津子 県立西宮病院 薬剤師
澤野 英樹 県立西宮病院【小児】 医師
井上 祥子 県立西宮病院【小児】 看護師・助産師
飯田 啓二 県立加古川医療センター 医師
伊藤 岳 県立加古川医療センター 医師
澤本 明 県立加古川医療センター 看護師
藤定 賢一 県立加古川医療センター 看護師
高橋知孝 県立加古川医療センター 薬剤師
水田 麻雄 こども病院【小児】 医師
村上 知也 こども病院【小児】 看護師
大野 伯和 県立柏原病院 医師
山路 哲雄 県立柏原病院 医師
亀田 眞知子 県立柏原病院 看護師
酒井 美佳 県立柏原病院 看護師
岸本 静佳 県立柏原病院 薬剤師
和久 祥三 県立柏原病院【小児】 医師
藤井 千里 県立柏原病院【小児】 看護師

※ 4/8 ～ 4/13 中山 伸一 災害医療センター 副センター長
影山 恭史 県立尼崎病院 医師
辻 英輝 県立尼崎病院 医師
高松 淑美 県立尼崎病院 看護師
吉住 智奈美 県立尼崎病院 看護師
佐倉 小百合 県立尼崎病院 薬剤師
岩間 英明 県立塚口病院【小児】 医師
金谷 真紀 県立塚口病院【小児】 看護師
嶋根 章 県立姫路循環器病センター循環器内科医長 医師
馬澄 亜紀 県立姫路循環器病センター主任 看護師
堀川 和美 県立姫路循環器病センター主任 看護師
可藤 洋 県立姫路循環器病センター職員 看護師
末森 千加子 県立姫路循環器病センター職員 薬剤師
奥野 美佐子 県立こども病院【小児】 医師
三好 真一 県立こども病院【小児】 看護師
福田 亨 県立加古川医療センター 循環器内科医長 医師
小野 真義 県立加古川医療センター 救急科医長 医師
仲上直子 県立加古川医療センター 職員 看護師
木又 久仁子 県立加古川医療センター 主査 看護師
大野真孝 県立加古川医療センター 職員 薬剤師
長門 久雄 県立尼崎病院 心臓血管外科部長 医師
小山 智史 県立尼崎病院 専攻医 医師
大迫 ひとみ 県立尼崎病院 主任 看護師
冨田 愛 県立尼崎病院 職員 看護師
本間 久美子 県立尼崎病院 課長補佐 薬剤師
平 和樹 県立淡路病院 内科医長 医師
上田 泰弘 県立淡路病院 外科医長 医師
長谷川 亜姫 県立淡路病院 職員 看護師
清水 淳司 県立淡路病院 主任 看護師
大前 隆広 県立淡路病院 主査 薬剤師
白潟 義晴 県立尼崎病院（薬剤） 外科部長 医師
宮本 忠司 県立尼崎病院（薬剤） 循環器内科部長 医師
橋本 寿子 県立尼崎病院（薬剤） 主任 看護師
上村 美香 県立尼崎病院（薬剤） 職員 看護師
合田 泰志 県立がんセンター（薬剤） 課長補佐 薬剤師

3/24

3/26 ～ 3/30

3/19 ～ 3/23

派遣期間
職 種所 属

平成23年3月19日～6月30日

時 期

01次

02次

～ 3/27

氏 名

3/23 ～ 3/27

03次

04次

05次

06次

07次

08次

09次

10次

11次

12次 5/1 ～ 5/5

4/27 ～ 5/1

4/23 ～ 4/27

4/19 ～ 4/23

4/15 ～ 4/19

4/3 ～ 4/7

4/11 ～ 4/15

4/7 ～ 4/11
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自 至

派遣期間
職 種所 属

平成23年3月19日～6月30日

時 期 氏 名

千森 義浩 県立西宮病院 循環器内科医長 医師
中西 美鈴 県立西宮病院 外科フェロー 医師
小西 ひろみ 県立西宮病院 主任 看護師
仁枝 淳 県立西宮病院 主任 看護師
福井 由美子 県立西宮病院 次長 薬剤師
宮本 宣友 県立柏原病院 内科医長 医師
寺田 典世 県立柏原病院 主任 看護師

5/9 ～ 5/13 谷水 美和 県立柏原病院 主任 看護師
山田 真人 県立柏原病院 職員 薬剤師
村尾 昇 県立柏原病院 医事企画課長 事務
髙岡 諒 県立加古川医療センター 救急科部長 医師
白川 裕 県立加古川医療センター 内科専攻医 医師

～ 城戸 玉美 県立加古川医療センター 主任 看護師
寺島 かおる 県立加古川医療センター 主任 看護師
三輪 祐太朗 県立加古川医療センター 職員 薬剤師
谷口 泰代 県立姫路循環器病センター 循環器内科部 医師
清水 早苗 県立姫路循環器病センター 主任 看護師
平野 通子 県立姫路循環器病センター 主任 看護師
椿野 雅子 県立姫路循環器病センター 主任 看護師
土井本 和久 県立姫路循環器病センター 主査 薬剤師
高橋 英幸 県立淡路病院 外科医長 医師
溝口 泰司 県立淡路病院 専攻医 医師
記虎 栄子 県立淡路病院 主査 看護師
藤本 亜紀枝 県立淡路病院 主任 看護師
藤原 和彦 県立淡路病院 職員 薬剤師
田中 真也 県立西宮病院 小児科医長 医師
池添 世里子 県立西宮病院 内科医長 医師
村上 裕美 県立西宮病院 職員 看護師
小野 友圭里 県立西宮病院 職員 看護師
前原 大輔 県立西宮病院 主任 薬剤師
牧 淳彦 県立尼崎病院 部長（医療安全対策担当） 医師
大前 隆仁 県立尼崎病院 専攻医 医師
山崎 由美子 県立尼崎病院 看護長補佐 看護師
森 真奈美 県立尼崎病院 主任 看護師
中晴 徹 県立塚口病院 主査 薬剤師
櫛田早絵子 県立がんセンター 消化器内科医長 医師
和田 二三 県立がんセンター 主任 看護師

～ 武中みゆき 県立がんセンター 主任 看護師
佐野 隆大 県立がんセンター 主任 薬剤師
横山 周一 県立がんセンター 経理課職員 調整員
佐野 秀 県立加古川医療センター 救命救急センター医長 医師
川嶋 太郎 県立加古川医療センター 救命救急センター専攻医 医師
稲岡 雄太 県立加古川医療センター 研修医 医師

～ 塩井 慶子 県立加古川医療センター 職員 看護師
橋本 さやか 県立加古川医療センター 職員 看護師
藤原 康浩 県立加古川医療センター 課長補佐 薬剤師
寺田 信 県立塚口病院 内科医長 医師
恒吉 慶子 県立塚口病院 主任 看護師

～ 吉本 裕美 県立塚口病院 職員 看護師
礒元 啓吾 県立塚口病院 職員 薬剤師
竹鼻 宏明 県立塚口病院 主任放射線技師 調整員
江本 拓央 県立淡路病院 専攻医 医師
青木 淳子 県立淡路病院 主査 看護師

6/22 ～ 6/26 西田 智子 県立淡路病院 主任 看護師
古河 幸菜 県立淡路病院 職員 薬剤師
前田代元 県立尼崎病院 内科医長 医師
小西 美樹 県立尼崎病院 看護長補佐 看護師

～ 山本 裕子 県立尼崎病院 職員 看護師
石田 達彦 県立尼崎病院 課長補佐 薬剤師
北川 直人 県立尼崎病院 総務課長 事務
長田 誠司 病院局企画課 主査 事務
公文 正幸 病院局経営課 主任 事務
黒木場 憲治 病院局管理課 職員 事務

※ 6/29 ～ 6/30 山本 亮三 病院事業副管理者 事務
計 145

13次

14次

15次

16次

17次

18次

23次

24次

※

19次

20次

21次

22次

6/28 ～ 6/30

6/25 6/29

6/7 6/11

6/4 6/8

6/1 6/5

5/29 ～ 6/2

5/25 ～ 5/29

5/21 ～ 5/25

5/17 ～ 5/21

5/13 5/17

5/5 ～ 5/9
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自 至

有吉 孝一 神戸市立医療センター中央市民病院 医師（救急）
橋内 堅司 神戸市立医療センター中央市民病院 看護師
中浴 伸二 神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤師
長谷川 泰宏 神戸市立医療センター中央市民病院 事務（庶務）
林 卓郎 神戸市立医療センター中央市民病院 医師（救急）
仲村 直子 神戸市立医療センター中央市民病院 看護師
田村 昌三 神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤師
乃村 秀龍 神戸市立医療センター中央市民病院 事務（入院）
伊原 崇晃 神戸市立医療センター中央市民病院 医師（救急）
花房 由美子 神戸市立医療センター中央市民病院 看護師
北田 徳昭 神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤師
森田 哲也 神戸市立医療センター中央市民病院 事務（医事）
朱 祐珍 神戸市立医療センター中央市民病院 医師（救急）
小松 由佳 神戸市立医療センター中央市民病院 看護師
奥貞 智 神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤師
石井 孝明 神戸市立医療センター中央市民病院 事務（医事）
林 三千雄 神戸市立医療センター中央市民病院 医師（呼内）
田村 麻衣子 神戸市立医療センター中央市民病院 看護師
稲角 利彦 神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤師
田野島 誠 神戸市立医療センター中央市民病院 事務（情報）
井上 彰 神戸市立医療センター中央市民病院 医師（救急）
赤司 尚江 神戸市立医療センター中央市民病院 看護師
田中 詳二 神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤師
西口 貴裕 神戸市立医療センター中央市民病院 事務（設備）
蛯名 正智 神戸市立医療センター中央市民病院 医師（救急）
荒木 結 神戸市立医療センター中央市民病院 看護師
濵 宏仁 神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤師
大西 学 神戸市立医療センター中央市民病院 事務（設備）
谷口 雄亮 神戸市立医療センター中央市民病院 医師（救急）
神代 友佳 神戸市立医療センター中央市民病院 看護師
平畠 正樹 神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤師
後藤 満智 神戸市立医療センター中央市民病院 事務（庶務）
松岡 由典 神戸市立医療センター中央市民病院 医師（救急）
仲村 直子 神戸市立医療センター中央市民病院 看護師
登 佳寿子 神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤師
黒田 有恒 神戸市立医療センター中央市民病院 事務（地推）
水 大介 神戸市立医療センター中央市民病院 医師（救急）
大矢 健介 神戸市立医療センター中央市民病院 看護師
山本 健児 神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤師
堀井 健史 神戸市民病院機構 法人本部 事務
川戸 充徳 西神戸医療センター 医師
岡﨑 智絵 西神戸医療センター 看護師
大音 和重 西神戸医療センター 薬剤師
福井 宏行 西神戸医療センター 事務
井谷 智尚 西神戸医療センター 医師
熊木 まゆ子 西神戸医療センター 看護師
山崎 貴之 西神戸医療センター 薬剤師
荻田 雄介 西神戸医療センター 事務
田中 康博 西神戸医療センター 医師
瀬戸山 千津 西神戸医療センター 看護師
藤本 麻依 西神戸医療センター 薬剤師
藤井 昌男 西神戸医療センター 事務
有吉 孝一 神戸市立医療センター中央市民病院 医師
松倉 聖子 西神戸医療センター 看護師
三浦 恵理 西神戸医療センター 薬剤師
細川 義知 西神戸医療センター 事務

計 56

4/24 ～ 4/28

～ 4/8

～ 4/13

4/20 ～ 4/24

4/28 ～ 5/2

5/2 ～ 5/6

5/6 ～ 5/10

5/10 ～ 5/14

災害拠点病院救護班（神戸市民病院群）名簿（派遣先：南三陸町 志津川高校）

01次

02次

03次

～ 3/27

～ 3/31

3/23

平成23年３月19日～５月14日

04次

05次

06次

07次

08次

09次

10次

11次

12次

13次

14次

3/23

3/27

3/31

4/4

4/7

4/12

4/16

時期

～ 4/4

派遣期間
職種所 属氏 名

3/19 ～

～ 4/16

～ 4/20
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自 至

川端 正明 兵庫医科大学病院 医師
橋本 篤徳 兵庫医科大学病院 医師
波々伯部 公美 兵庫医科大学病院 看護師
清水 真幸 兵庫医科大学病院 看護師
田中 邦佳 兵庫医科大学病院 薬剤師
坂田 英敏 兵庫医科大学病院 事務員
美内 雅之 兵庫医科大学病院 医師
河合 光徳 兵庫医科大学病院 医師
千島 佳也子 兵庫医科大学病院 看護師
窪岡 由佑子 兵庫医科大学病院 看護師
東 剛史 兵庫医科大学病院 薬剤師
絹川 武俊 兵庫医科大学病院 事務員
倉橋 卓男 公立豊岡病院 医師
三浦 龍馬 公立豊岡病院 医師
毛戸 優香 公立豊岡病院 看護師
藤田 雅之 公立豊岡病院 看護師
大垣 孝文 公立豊岡病院 薬剤師
木村 充 西脇市立西脇病院 医師
熊田 博樹 西脇市立西脇病院 看護師
山田 尚希 西脇市立西脇病院 看護師
大山 政義 西脇市立西脇病院 調整員
松本 憲幸 西脇市立西脇病院 薬剤師
黒田 達実 公立八鹿病院 医師
青山 嘉与 公立八鹿病院 看護師
三谷 智美 公立八鹿病院 看護師
髙橋 一仁 公立八鹿病院 薬剤師
森本 英幸 公立八鹿病院 調整員
舛谷 元丸 兵庫医科大学病院 医師
井上 朋子 兵庫医科大学病院 医師
丸山 美津子 兵庫医科大学病院 看護師
村井 陽一 兵庫医科大学病院 看護師
中山 雅裕 兵庫医科大学病院 薬剤師
松本 知之 兵庫医科大学病院 事務員
川嶋 隆久 神戸大学医学部附属病院救急部 医師
西村 善博 神戸大学医学部附属病院呼吸器内科 医師
山下 和彦 神戸大学医学部附属病院 薬剤師
竹村 光代 神戸大学医学部附属病院 看護師
大原 碧以 神戸大学医学部附属病院 看護師
青木 一 神戸大学医学部附属病院放射線部 調整員
大村 和也 神戸大学医学部附属病院救急部 医師
杉本 健 神戸大学医学部附属病院輸血部 医師
大松 秀明 神戸大学医学部附属病院 薬剤師
柴田 麻衣子 神戸大学医学部附属病院 看護師
伊藤 理紗 神戸大学医学部附属病院 看護師
辻村 真紀子 神戸大学医学部附属病院リハビリテーション部 調整員
坂本 敏仁 神戸大学医学部附属病院心臓血管外科 医師
古形 芳則 神戸大学医学部附属病院免疫内科 医師
和田 敦 神戸大学医学部附属病院 薬剤師
三上 彩弥佳 神戸大学医学部附属病院 看護師
境 可織 神戸大学医学部附属病院 看護師
上田 優 神戸大学医学部附属病院放射線部 調整員
宗行 正敏 赤穂市民病院小児科 医師
城尾 恵子 赤穂市民病院 看護師
平山 泰子 赤穂市民病院 看護師
高瀬 尚武 赤穂市民病院 薬剤師
中島 卓也 赤穂市民病院 調整員

01次

02次

3/16

3/18

～

～

災害拠点病院救護班名簿（派遣先：石巻市鹿妻小学校）

04次

05次

～ 3/31

～ 4/4

氏 名

3/20

3/21

06次

07次

08次

09次

10次

3/27

3/31

4/4

4/8

4/12

4/16

4/20

時期

～ 4/9

～ 4/12

～ 4/16

派遣期間

平成23年３月16日～６月29日

～ 4/20

～ 4/24

職種所 属

03次 3/23 ～ 3/27
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自 至
氏 名時期

派遣期間

平成23年３月16日～６月29日

職種所 属

礒部 尚志 国立姫路医療センター救急部 医師
水守 康之 国立姫路医療センター呼吸器内科 医師
成瀬 亜由美 国立姫路医療センター看護師長 看護師
圓尾 純子 国立姫路医療センター 看護師
別府 博仁 国立姫路医療センター 薬剤師
西島 章 国立姫路医療センターＣＥ 調整員
田野 確郎 関西労災病院整形外科部長 医師
川端 俊介 関西労災病院 薬剤師
三重野 明美 関西労災病院ＩＣＵ看護師長 看護師
馬渕 舞 関西労災病院ＩＣＵ 看護師
富久 誠 関西労災病院経営企画課長 事務
小瀧 慶長 兵庫医科大学病院 医師
池田 雄一郎 兵庫医科大学病院 医師
門井 謙典 兵庫医科大学病院 歯科医師
片岡 優実 兵庫医科大学病院 看護師
小西 聖二 兵庫医科大学病院 看護師
中村 豪志 兵庫医科大学病院 薬剤師
元嶋 寛幸 兵庫医科大学病院 事務員
臼井 章浩 県災害医療センター 医師
岡田 美紀 県災害医療センター 看護師
下木 沙織 県災害医療センター 看護師
安藤 和佳子 県災害医療センター 薬剤師
六楽内 英樹 県災害医療センター 調整員
小出 亮 西脇市立西脇病院内科 医師
福本 和人 西脇市立西脇病院 看護師
笹倉 弘典 西脇市立西脇病院 看護師
小林 宗仁 西脇市立西脇病院 薬剤師
藤井 敬也 西脇市立西脇病院 調整員
岩田 健太郎 神戸大学医学部附属病院感染症内科 医師
土田 忍 神戸大学医学部附属病院肝胆膵外科 医師
吉次 育子 神戸大学医学部附属病院救急・放射線部 看護師
萩岡 あかね 神戸大学医学部附属病院 看護師
田中 健太 神戸大学医学部附属病院 薬剤師
奥永 崇志 神戸大学医学部附属病院放射線部 調整員
藤井 秀穀 神戸大学医学部附属病院腎臓内科 医師
杉山 宏和 神戸大学医学部附属病院肝胆膵外科 医師
廣田 大 神戸大学医学部附属病院 看護師
坂上 真一 神戸大学医学部附属病院 看護師
阪上 倫行 神戸大学医学部附属病院 薬剤師
林 富士夫 神戸大学医学部附属病院検査部 調整員
岡田 直己 神戸大学医学部附属病院救命救急科 医師
豊澤 万里 神戸大学医学部附属病院看護部管理室 看護師
熊岡 穣 神戸大学医学部附属病院 薬剤師・調整員
桑原 正篤 宝塚市立病院 医師
奥野 恭子 宝塚市立病院 看護師
中田 徹朗 宝塚市立病院 看護師
正置 耕一 宝塚市立病院 薬剤師
横野 重喜 宝塚市立病院 調整員
櫛田 早絵子 県立がんセンター消化器内科医長 医師
和田 二三 県立がんセンター 主任 看護師
武中 みゆき 県立がんセンター 主任 看護師
佐野 隆大 県立がんセンター 主任 薬剤師
横山 周一 県立がんセンター 経理課職員 調整員
佐野 秀 県立加古川医療センター救命救急センター医長 医師
川嶋 太郎 県立加古川医療センター救命救急センター専攻医 医師
稲岡 雄太 県立加古川医療センター研修医 医師
塩井 慶子 県立加古川医療センター 職員 看護師
橋本 さやか 県立加古川医療センター 職員 看護師
藤原 康浩 県立加古川医療センター 課長補佐 薬剤師

4/28 ～ 5/2

～ 4/28

5/2 ～ 5/6

5/6 ～ 5/10

5/10 ～ 5/14

5/14 ～ 5/18

5/18 ～ 5/22

5/22 ～ 5/26

5/26 ～ 5/30

6/1 ～ 6/5

6/4 ～ 6/8

11次

12次

13次

14次

15次

16次

17次

18次

20次

21次

4/24

19次
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自 至
氏 名時期

派遣期間

平成23年３月16日～６月29日

職種所 属

寺田 信 県立塚口病院 内科医長 医師
恒吉 慶子 県立塚口病院 主任 看護師
吉本 裕美 県立塚口病院 職員 看護師
礒元 啓吾 県立塚口病院 職員 薬剤師
竹鼻 宏明 県立塚口病院 主任放射線技師 調整員
吉田 剛 神戸大学医学部附属病院救急部 医師
川橋 けい子 神戸大学医学部附属病院 看護師
荒井 三奈 神戸大学医学部附属病院 看護師
星野 賢悟 神戸大学医学部附属病院 薬剤師・調整員
池田 武史 公立豊岡病院 医師
谷垣 友子 公立豊岡病院 看護師
福富 由美子 公立豊岡病院 看護師
辻井 聡容 公立豊岡病院 薬剤師
保田 浩 公立豊岡病院 調整員
宮川 慈子 兵庫医科大学病院 医師
加地 靖子 兵庫医科大学病院 看護師
武田 紗季 兵庫医科大学病院 薬剤師
小寺 斉人 兵庫医科大学病院 事務員
小野 成樹 赤穂市民病院消化器科 医師
松下 佐智子 赤穂市民病院 看護師
三浦 知子 赤穂市民病院 看護師
千﨑 昭輝 赤穂市民病院 薬剤師
中島 卓也 赤穂市民病院 調整員
江本 拓央 県立淡路病院 内科医長 医師
青木 淳子 県立淡路病院 看護師
西田 智子 県立淡路病院 看護師
古河 幸菜 県立淡路病院 薬剤師
前田 代元 県立尼崎病院 内科医長 医師
小西 美樹 県立尼崎病院 看護長補佐 看護師
山本 裕子 県立尼崎病院 職員 看護師
石田 達彦 県立尼崎病院 課長補佐 薬剤師
北川 直人 県立尼崎病院 総務課長 事務

計 135

6/7 ～ 6/11

6/10 ～ 6/14

6/13 ～ 6/17

6/16 ～ 6/20

6/19 ～ 6/23

6/22 ～ 6/26

6/25 ～ 6/29

22次

23次

24次

25次

26次

27次

28次
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■医師
項番 氏名 自 至 日数
1 常深 隼太郎 3月18日(金) 3月20日(日) 3
2 浅井 継 3月18日(金) 3月20日(日) 3
3 田原 哲雄 3月18日(金) 3月20日(日) 3
4 衣笠 万里 3月18日(金) 3月20日(日) 3
5 西川 梅雄 3月18日(金) 3月20日(日) 3
6 川島 龍一 3月21日(月) 3月25日(金) 5
7 豊田 俊 3月21日(月) 3月25日(金) 5
8 西田 芳矢 3月24日(木) 3月27日(日) 4
9 田中 良樹 3月24日(木) 3月27日(日) 4
10 松田 聡 3月24日(木) 3月27日(日) 4
11 大森 英夫 3月27日(日) 3月29日(火) 3
12 妹尾 栄治 3月27日(日) 3月29日(火) 3
13 谷澤 義弘 3月27日(日) 3月31日(木) 5
14 藤末 洋 3月29日(火) 3月31日(木) 3
15 大杉 幸男 3月29日(火) 3月31日(木) 3
16 空地 顕一 3月31日(木) 4月2日(土) 3
17 江草 康夫 3月31日(木) 4月2日(土) 3
18 明石 恭治 4月2日(土) 4月4日(月) 3
19 高原 周治 4月2日(土) 4月4日(月) 3
20 川島 龍一 4月2日(土) 4月3日(日) 2
21 蓮尾 春輝 4月3日(日) 4月6日(水) 4
22 魚橋 武司 4月4日(月) 4月6日(水) 3
23 菊池 英彰 4月6日(水) 4月8日(金) 3
24 橋本 創 4月6日(水) 4月8日(金) 3
25 關 保二 4月6日(水) 4月8日(金) 3
26 杉町 正光 4月6日(水) 4月8日(金) 3
27 谷澤 義弘 4月7日(木) 4月14日(木) 8
28 松本 卓 4月8日(金) 4月10日(日) 3
29 山根 敏彦 4月8日(金) 4月10日(日) 3
30 井口 優子 4月8日(金) 4月10日(日) 3
31 渡辺 弥生 4月8日(金) 4月10日(日) 3
32 田中 良樹 4月9日(土) 4月10日(日) 2
33 足立 光平 4月10日(日) 4月12日(火) 3
34 葉 乃彰 4月10日(日) 4月12日(火) 3
35 山下 忠義 4月10日(日) 4月12日(火) 3
36 芦田 乃介 4月10日(日) 4月12日(火) 3
37 小林 重行 4月12日(火) 4月14日(木) 3
38 兒玉 峰男 4月12日(火) 4月14日(木) 3
39 荻原 俊治 4月12日(火) 4月14日(木) 3
40 清川 達矢 4月12日(火) 4月14日(木) 3
41 村田 正典 4月14日(木) 4月16日(土) 3
42 野々垣 真佐史 4月14日(木) 4月16日(土) 3
43 飯塚 修三 4月14日(木) 4月16日(土) 3
44 藤原 克彦 4月14日(木) 4月16日(土) 3
45 村上 眞 4月14日(木) 4月16日(土) 3
46 岡 伸俊 4月16日(土) 4月18日(月) 3
47 尾松 芳輝 4月16日(土) 4月18日(月) 3
48 木内 千暁 4月16日(土) 4月18日(月) 3
49 兒島 淳二 4月16日(土) 4月18日(月) 3
50 渡辺 志伸 4月16日(土) 4月18日(月) 3
51 大山 朗宏 4月18日(月) 4月20日(水) 3
52 河合 隆行 4月18日(月) 4月20日(水) 3
53 佐野 生羽 4月18日(月) 4月20日(水) 3
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54 津田 正治 4月18日(月) 4月20日(水) 3
55 石井 三佳 4月20日(水) 4月22日(金) 3
56 深森 史子 4月20日(水) 4月22日(金) 3
57 久保 雅弘 4月20日(水) 4月22日(金) 3
58 小山 賀己 4月20日(水) 4月22日(金) 3
59 小髙 正裕 4月20日(水) 4月22日(金) 3
60 田中 良樹 4月21日(木) 4月24日(日) 4
61 鈴木 克司 4月22日(金) 4月24日(日) 3
62 野間 大路 4月22日(金) 4月24日(日) 3
63 南 和光 4月22日(金) 4月24日(日) 3
64 柴田 哲夫 4月22日(金) 4月24日(日) 3
65 谷澤 義弘 4月22日(金) 4月28日(木) 7
66 萩原 善行 4月24日(日) 4月26日(火) 3
67 廣石 惠才 4月24日(日) 4月26日(火) 3
68 飯田 俊博 4月24日(日) 4月26日(火) 3
69 竹本 博行 4月24日(日) 4月26日(火) 3
70 田中 賢治 4月24日(日) 4月26日(火) 3
71 伊賀 文計 4月26日(火) 4月28日(木) 3
72 松本 美智子 4月26日(火) 4月28日(木) 3
73 野澤 真人 4月26日(火) 4月28日(木) 3
74 森 茂樹 4月26日(火) 4月28日(木) 3
75 太田 昌資 4月28日(木) 4月30日(土) 3
76 小山 英治 4月28日(木) 4月30日(土) 3
77 勝部 芳樹 4月28日(木) 4月30日(土) 3
78 吉田 光範 4月28日(木) 4月30日(土) 3
79 藤原 克昌 4月30日(土) 5月2日(月) 3
80 吉田 竹志 4月30日(土) 5月2日(月) 3
81 伊藤 祐一 4月30日(土) 5月2日(月) 3
82 東 文造 4月30日(土) 5月2日(月) 3
83 小澤 孝好 5月2日(月) 5月4日(水) 3
84 澁谷 浩二 5月2日(月) 5月4日(水) 3
85 朝田 真司 5月2日(月) 5月4日(水) 3
86 大江 与喜子 5月2日(月) 5月4日(水) 3
87 冨原 均 5月4日(水) 5月6日(金) 3
88 北村 嘉章 5月4日(水) 5月6日(金) 3
89 米田 豊 5月4日(水) 5月6日(金) 3
90 中井 毅 5月4日(水) 5月6日(金) 3
91 松澤 隆 5月6日(金) 5月8日(日) 3
92 谷口 賢蔵 5月6日(金) 5月8日(日) 3
93 岡 成光 5月6日(金) 5月8日(日) 3
94 奥村 好邦 5月6日(金) 5月8日(日) 3
95 山村 惠造 5月6日(金) 5月8日(日) 3
96 菊池 英彰 5月8日(日) 5月10日(火) 3
97 菱川 健一郎 5月8日(日) 5月9日(月) 2
98 杉澤 一彦 5月8日(日) 5月10日(火) 3
99 柴田 範仁 5月8日(日) 5月10日(火) 3
100 多田 健治 5月10日(火) 5月12日(木) 3
101 松尾 信昭 5月10日(火) 5月12日(木) 3
102 三木 正敏 5月10日(火) 5月12日(木) 3
103 小屋 裕司 5月12日(木) 5月14日(土) 3
104 西岡 啓介 5月12日(木) 5月14日(土) 3
105 飯村 一誠 5月12日(木) 5月14日(土) 3
106 藤田 満 5月14日(土) 5月16日(月) 3
107 鴨井 公司 5月14日(土) 5月16日(月) 3
108 西山 勝人 5月14日(土) 5月16日(月) 3
109 山中 義夫 5月16日(月) 5月18日(水) 3
110 楠本 洋一郎 5月16日(月) 5月18日(水) 3
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111 越久 仁敬 5月16日(月) 5月18日(水) 3
112 中濵 肇 5月18日(水) 5月20日(金) 3
113 中村 佳子 5月18日(水) 5月20日(金) 3
114 山根 隆志 5月18日(水) 5月20日(金) 3
115 浅見 英夫 5月20日(金) 5月22日(日) 3
116 木下 理恵 5月20日(金) 5月22日(日) 3
117 古本 豊和 5月20日(金) 5月22日(日) 3
118 陰下 敏昭 5月22日(日) 5月24日(火) 3
119 大矢 浩之 5月22日(日) 5月24日(火) 3
120 河合 勝 5月22日(日) 5月24日(火) 3
121 小林 有希 5月24日(火) 5月26日(木) 3
122 北垣 幸央 5月24日(火) 5月26日(木) 3
123 戎谷 力 5月24日(火) 5月26日(木) 3
124 西口 郁 5月26日(木) 5月28日(土) 3
125 小倉 哲 5月26日(木) 5月28日(土) 3
126 中條 武彦 5月26日(木) 5月28日(土) 3
127 谷澤 義弘 5月28日(土) 5月31日(火) 4
128 田中 良樹 5月28日(土) 5月29日(日) 2
129 伊佐 秀夫 5月30日(月) 6月1日(水) 3
130 安藤 史隆 6月1日(水) 6月3日(金) 3
131 安田 和人 6月3日(金) 6月5日(日) 3
132 福井 博行 6月5日(日) 6月7日(火) 3
133 下永田 剛 6月7日(火) 6月9日(木) 3
134 瀧川 卓 6月9日(木) 6月11日(土) 3
135 山根 光量 6月11日(土) 6月13日(月) 3
136 中村 多一 6月13日(月) 6月15日(水) 3
137 岡本 俊和 6月15日(水) 6月17日(金) 3
138 西田 芳矢 6月17日(金) 6月19日(日) 3
139 川島 龍一 6月19日(日) 6月19日(日) 1
140 田中 良樹 6月19日(日) 6月19日(日) 1
141 妹尾 栄治 6月19日(日) 6月19日(日) 1

※6/19は閉所式、医療行為なし
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■看護師
項番 氏名 自 至 日数

1 神崎 初美 3月21日(月) 3月22日(火) 2
2 竹村 和子 3月21日(月) 3月22日(火) 2
3 沢田 洋子 3月23日(水) 3月26日(土) 4
4 森脇 由美子 3月23日(水) 3月26日(土) 4
5 福井 康代 3月27日(日) 3月30日(水) 4
6 田口 和美 3月27日(日) 3月30日(水) 4
7 松本 正美 3月30日(水) 4月2日(土) 4
8 小谷 ルツ 3月30日(水) 4月2日(土) 4
9 堀井 直美 4月2日(土) 4月5日(火) 4
10 宮里 隆代 4月2日(土) 4月5日(火) 4
11 山本 大祐 4月5日(火) 4月8日(金) 4
12 川原 有一 4月5日(火) 4月8日(金) 4
13 長渡 智 4月5日(火) 4月8日(金) 4
14 邊見 知恵子 4月8日(金) 4月11日(月) 4
15 西本 あずさ 4月8日(金) 4月11日(月) 4
16 平岡 由子 4月8日(金) 4月11日(月) 4
17 根本 さつき 4月11日(月) 4月14日(木) 4
18 岡本 奈穂 4月11日(月) 4月14日(木) 4
19 板橋 薫 4月11日(月) 4月14日(木) 4
20 安田 照美 4月14日(木) 4月17日(日) 4
21 中山 典子 4月14日(木) 4月17日(日) 4
22 内 正子 4月14日(木) 4月17日(日) 4
23 藤阪 和哉 4月17日(日) 4月20日(水) 4
24 石山 昇一 4月17日(日) 4月26日(火) 10
25 山口 亜希子 4月17日(日) 4月20日(水) 4
26 山崎 精士 4月20日(水) 4月23日(土) 4
27 佐藤 徳子 4月20日(水) 4月23日(土) 4
28 服部 玲子 4月23日(土) 4月26日(火) 4
29 野島 多恵子 4月23日(土) 4月26日(火) 4
30 高橋 尚子 4月26日(火) 4月29日(金) 4
31 寺本 公子 4月26日(火) 4月29日(金) 4
32 鶴谷 由紀 4月26日(火) 4月29日(金) 4
33 松岡 千代 4月29日(金) 5月5日(木) 7
34 本田 美樹 4月29日(金) 5月2日(月) 4
35 森本 美智子 4月29日(金) 5月2日(月) 4
36 西田 左恵子 4月29日(金) 5月2日(月) 4
37 亀井 信恵 5月2日(月) 5月6日(金) 5
38 側 美保 5月2日(月) 5月6日(金) 5
39 山田 聡子 5月2日(月) 5月6日(金) 5
40 神崎 初美 5月6日(金) 5月10日(火) 5
41 足立 貴比古 5月6日(金) 5月10日(火) 5
42 馬場 敦子 5月6日(金) 5月10日(火) 5
43 西川 純子 5月10日(火) 5月14日(土) 5
44 渕本 幸子 5月10日(火) 5月14日(土) 5
45 山本 邦恵 5月10日(火) 5月14日(土) 5
46 髙木 佐知子 5月14日(土) 5月18日(水) 5
47 横山 真琴 5月14日(土) 5月18日(水) 5
48 山田 景子 5月14日(土) 5月18日(水) 5
49 喜本 まゆみ 5月18日(水) 5月22日(日) 5
50 金﨑 一平 5月18日(水) 5月22日(日) 5
51 梅田 智子 5月18日(水) 5月22日(日) 5
52 大本 美加 5月22日(日) 5月26日(木) 5
53 廣田 久美子 5月22日(日) 5月26日(木) 5
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54 松田 百恵 5月22日(日) 5月26日(木) 5
55 鎌田 洋子 5月26日(木) 5月30日(月) 5
56 成枝 由季子 5月26日(木) 5月30日(月) 5
57 前川 久美 5月26日(木) 5月30日(月) 5
58 田中 麻奈美 5月30日(月) 6月3日(金) 5
59 川原 裕子 5月30日(月) 6月3日(金) 5
60 雪田 智子 5月30日(月) 6月3日(金) 5
61 南 好江 6月3日(金) 6月7日(火) 5
62 江本 知亜記 6月3日(金) 6月7日(火) 5
63 藤次 美保子 6月7日(火) 6月11日(土) 5
64 藤本 英子 6月7日(火) 6月11日(土) 5
65 小川 優佳理 6月11日(土) 6月15日(水) 5
66 向井 加奈子 6月11日(土) 6月15日(水) 5
67 神崎 初美 6月15日(水) 6月19日(日) 5
68 沢田 洋子 6月15日(水) 6月19日(日) 5
69 大森 綏子 6月17日(金) 6月19日(日) 3
70 神田 章代 6月17日(金) 6月19日(日) 3
71 長谷川 泰子 6月17日(金) 6月19日(日) 3

※6/19は閉所式、医療行為なし
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■薬剤師
項番 氏名 自 至 日数

1 大澤 泰輔 3月22日(火) 3月24日(木) 3
2 中川 道昭 3月24日(木) 3月27日(日) 4
3 中野 一枝 3月26日(土) 3月29日(火) 4
4 岩崎 英毅 3月28日(月) 3月31日(木) 4
5 和田 文夫 3月30日(水) 4月2日(土) 4
6 礒部 真実 4月1日(金) 4月4日(月) 4
7 緒方 章 4月3日(日) 4月6日(水) 4
8 藤本 晋 4月5日(火) 4月8日(金) 4
9 高山 和夫 4月5日(火) 4月12日(火) 8
10 山本 和宏 4月7日(木) 4月10日(日) 4
11 大槻 裕朗 4月9日(土) 4月12日(火) 4
12 蓬 茂希 4月11日(月) 4月14日(木) 4
13 松田 ゆかり 4月11日(月) 4月14日(木) 4
14 菅原 康洋 4月13日(水) 4月16日(土) 4
15 大場 由香里 4月13日(水) 4月16日(土) 4
16 安達 泰明 4月15日(金) 4月22日(金) 8
17 日髙 丈 4月15日(金) 4月22日(金) 8
18 須田 千世 4月21日(木) 4月24日(日) 4
19 來住 吉晃 4月21日(木) 4月24日(日) 4
20 手島 裕子 4月23日(土) 4月26日(火) 4
21 髙馬 将一 4月23日(土) 4月26日(火) 4
22 坂口 重人 4月25日(月) 4月30日(土) 6
23 深坂 洋平 4月25日(月) 4月30日(土) 6
24 沢崎 高志 4月29日(金) 5月4日(水) 6
25 菅原 康洋 4月29日(金) 5月4日(水) 6
26 辻本 博樹 5月3日(火) 5月8日(日) 6
27 横山 依子 5月3日(火) 5月8日(日) 6
28 辻 正毅 5月7日(土) 5月10日(火) 4
29 増本 憲生 5月7日(土) 5月10日(火) 4
30 淺利 知子 5月10日(火) 5月14日(土) 5
31 木村 泰造 5月14日(土) 5月20日(金) 7
32 坂口 重人 5月20日(金) 5月23日(月) 4
33 幸原 加代子 5月23日(月) 5月26日(木) 4
34 小塚 ひとみ 5月26日(木) 5月29日(日) 4
35 東 和夫 6月18日(土) 6月19日(日) 2
36 山崎 美和子 6月18日(土) 6月19日(日) 2

※項番35,36は医療行為なし
※6/19は閉所式、医療行為なし
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■事務
項番 氏名 自 至 日数
1 安慶名 正樹 3月20日(日) 3月27日(日) 8
2 木村 悟 3月20日(日) 3月27日(日) 8
3 江口 義光 3月20日(日) 3月28日(月) 9
4 武田 英典 3月20日(日) 3月28日(月) 9
5 寺川 準 3月20日(日) 3月28日(月) 9
6 小倉 繁行 3月27日(日) 3月31日(木) 5
7 曽谷 州平 3月27日(日) 3月31日(木) 5
8 辰巳 仁志 3月27日(日) 3月31日(木) 5
9 香美 匡宏 3月31日(木) 4月4日(月) 5
10 後藤 象三 3月31日(木) 4月5日(火) 6
11 森 雅隆 3月31日(木) 4月4日(月) 5
12 丸林 秀行 4月4日(月) 4月8日(金) 5
13 村嶋 翼 4月4日(月) 4月8日(金) 5
14 深町 隆史 4月4日(月) 4月8日(金) 5
15 内田 大陸 4月8日(金) 4月12日(火) 5
16 東中 一朗 4月8日(金) 4月12日(火) 5
17 中田 暁史 4月8日(金) 4月12日(火) 5
18 江口 義光 4月12日(火) 4月16日(土) 5
19 三宅 雄太 4月12日(火) 4月16日(土) 5
20 湯朝 源公 4月12日(火) 4月16日(土) 5
21 曽谷 州平 4月16日(土) 4月20日(水) 5
22 吉岡 泰毅 4月16日(土) 4月20日(水) 5
23 石原 学 4月16日(土) 4月20日(水) 5
24 山口 敏文 4月20日(水) 4月24日(日) 5
25 吉田 明展 4月20日(水) 4月24日(日) 5
26 藤田 祐介 4月20日(水) 4月24日(日) 5
27 安慶名 正樹 4月24日(日) 4月28日(木) 5
28 髙橋 宏明 4月24日(日) 4月28日(木) 5
29 垣渕 良平 4月24日(日) 4月28日(木) 5
30 小倉 繁行 4月28日(木) 5月2日(月) 5
31 鶴留 義孝 4月28日(木) 5月2日(月) 5
32 村井 政人 4月28日(木) 5月2日(月) 5
33 内田 大陸 5月2日(月) 5月6日(金) 5
34 本永 正治 5月2日(月) 5月4日(水) 3
35 羽根田 浩司 5月2日(月) 5月6日(金) 5
36 岡 武良 5月2日(月) 5月6日(金) 5
37 後藤 象三 5月6日(金) 5月10日(火) 5
38 高橋 信行 5月6日(金) 5月10日(火) 5
39 杉本 政幸 5月6日(金) 5月10日(火) 5
40 寺川 準 5月10日(火) 5月14日(土) 5
41 上野 敦士 5月10日(火) 5月14日(土) 5
42 香美 匡宏 5月14日(土) 5月18日(水) 5
43 阿部 昭雄 5月14日(土) 5月18日(水) 5
44 木村 悟 5月18日(水) 5月22日(日) 5
45 中島 由雄 5月18日(水) 5月22日(日) 5
46 森 雅隆 5月22日(日) 5月26日(木) 5
47 木山 晋 5月22日(日) 5月26日(木) 5
48 寺川 準 5月26日(木) 5月30日(月) 5
49 中西 慎 5月26日(木) 5月30日(月) 5
50 辰巳 仁志 5月30日(月) 6月3日(金) 5
51 澤田 伸司 5月30日(月) 6月3日(金) 5
52 安慶名 正樹 6月3日(金) 6月7日(火) 5
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53 嶋田 安信 6月3日(金) 6月7日(火) 5
54 武田 英典 6月7日(火) 6月11日(土) 5
55 梅澤 佳弘 6月7日(火) 6月11日(土) 5
56 曽谷 州平 6月11日(土) 6月15日(水) 5
57 一橋 広樹 6月11日(土) 6月15日(水) 5
58 内田 大陸 6月15日(水) 6月19日(日) 5
59 江口 義光 6月15日(水) 6月19日(日) 5
60 後藤 象三 6月15日(水) 6月19日(日) 5
61 本永 正治 6月15日(水) 6月19日(日) 5
62 山口 敏文 6月15日(水) 6月19日(日) 5

※項番1～2は医療行為は3/21 - 27
※項番3～5は医療行為は3/21 - 26
※6/19は閉所式、医療行為なし
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自 至

田中 究 神戸大学医学部付属病院 医師
藤井 千太 兵庫県こころのケアセンター 医師

3/18 ～ 3/25 川端 安代 県立光風病院 看護師
田中 ひろ子 県立光風病院 看護師
松田 一生 障害福祉課 精神保健福祉士
森田 隆利 管財課 財産管理室 技師
松井 祐介 神戸大学医学部付属病院 医師
高 宣良 県立精神保健福祉センター 医師

3/24 ～ 3/31 魚崎 須美 県立精神保健福祉センター 保健師
青木 豊子 兵庫県こころのケアセンター 保健師
牧田 潔 兵庫県こころのケアセンター 臨床心理士
大西 一也 管財課 財産管理室 技師
青木 信生 県立光風病院 医師
宮井 宏之 兵庫県こころのケアセンター 医師

3/30 ～ 4/6 中西 一生 県立光風病院 看護師
明石 加代 兵庫県こころのケアセンター 臨床心理士
永田 健二 県立精神保健福祉センター 精神保健福祉士
西田 和成 管財課 財産管理室 技師
酒井 ルミ 県立精神保健福祉センター 医師
山西 行徳 宝塚三田病院 医師

4/5 ～ 4/12 藤田 宏史 津田病院（現三田西病院） 医師
森 純太 津田病院（現三田西病院） 看護師
北川 真也 津田病院（現三田西病院） 精神保健福祉士
大澤 智子 兵庫県こころのケアセンター 臨床心理士
玉岡 徹 県立光風病院 医師
春田 有二 仁恵病院 医師

4/11 ～ 4/18 山本 浩義 県立光風病院 看護師
高田 紗英子 兵庫県こころのケアセンター 臨床心理士
松下 徹 新淡路病院 臨床心理士
井潟 章子 県立精神保健福祉センター 精神保健福祉士
持田 啓 県立光風病院 医師
土居 正典 高岡病院 医師

4/17 ～ 4/24 三山 結花 高岡病院 看護師
杉山 智香子 県立精神保健福祉センター 臨床心理士
佐藤 伸也 高岡病院 精神保健福祉士
長岡 美佐 兵庫県こころのケアセンター 精神保健福祉士
石橋 直木 県立光風病院 医師
関 渉 仁恵病院 医師

4/23 ～ 4/30 松村 圭子 県立光風病院 看護師
北村 綾 仁恵病院 精神保健福祉士
藤本 俊治 県立光風病院 精神保健福祉士
白井 豊 県立光風病院 医師
中澤 早織 県立光風病院 看護師

5/1 ～ 5/8 武内 流 神戸大学医学部附属病院 看護師
牧田 潔 兵庫県こころのケアセンター 臨床心理士
柿本 裕一 神戸市こころの健康センター 医師

5/8 ～ 5/15 上谷 卓也 県立光風病院 看護師
入江 真揚 明石土山病院 精神保健福祉士
松野 郁子 県障害福祉課 保健師
岩尾 俊一郎 県立光風病院 医師

5/15 ～ 5/22 菅野 昭世子 県立光風病院 看護師
中原 敬子 東加古川病院 看護師
赤木 和幸 県立光風病院 精神保健福祉士
毛利 健太朗 神戸市立医療ｾﾝﾀｰ中央市民病 医師

5/22 ～ 5/29 西村 充弘 県立光風病院 看護師
千葉 泰久 明石病院 看護師
横井 桃子 障害福祉課 精神保健福祉士

派遣先

平成23年3月18日～11月25日

現地活動期間
職 種所 属氏 名

宮城県北部沿岸兵庫県こころのケアチーム派遣職員（宮城県、福島県）

宮城県
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自 至
派遣先

平成23年3月18日～11月25日

現地活動期間
職 種所 属氏 名

白岩 恭一 神戸大学医学部 医師
5/29 ～ 6/5 岩澤 義一 神戸大学医学部 看護師

岩本 直子 神戸大学医学部 臨床心理士
大澤 智子 兵庫県こころのケアセンター 臨床心理士
宮軒 將 新生病院 医師
谷本 直樹 新生病院 医師

6/5 ～ 6/12 矢吹 天展 垂水病院 看護師
金田 裕子 アネックス湊川ホスピタル 臨床心理士
福原 真紀 県立光風病院 精神保健福祉士
内藤 憲一 関西青少年サナトリューム 医師

6/12 ～ 6/14 鎌谷 安 新淡路病院 臨床心理士
霜村 泰三 湊川病院 看護師
村上 政世 県立精神保健福祉センター 保健師
朴 孝貴 関西青少年サナトリューム 医師

6/19 ～ 6/21 津田 登志夫 播磨大塩病院 看護師
長谷川 典子 県立光風病院 看護師
中谷 恭子 県立光風病院 臨床心理士
見野 耕一 神戸市立医療ｾﾝﾀｰ西市民病院 医師
福沢 茂 県立光風病院 看護師

6/26 ～ 6/28 山岸 建三 明石病院 看護師
村上 修子 県立精神保健福祉センター 保健師
大澤 智子 兵庫県こころのケアセンター 臨床心理士

10/31 ～ 11/4 長岡 美佐 兵庫県こころのケアセンター 精神保健福祉士
松田 一生 県障害福祉課 精神保健福祉士
魚崎 須美 兵庫県こころのケアセンター 保健師

11/7 ～ 11/11 吉川 久史 兵庫県こころのケアセンター 臨床心理士
永田 健二 県立精神保健福祉センター 精神保健福祉士
村上 政世 県立精神保健福祉センター 保健師

11/14 ～ 11/18 西口 久代 県いのち対策室 保健師
松野 郁子 県障害福祉課 保健師
明石 加代 兵庫県こころのケアセンター 臨床心理士

11/21 ～ 11/25 牧田 潔 兵庫県こころのケアセンター 臨床心理士
高田 紗英子 兵庫県こころのケアセンター 臨床心理士

90

福島県

計

宮城県
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後藤 吉弘 三木市立三木市民病院 相談員
田村 哲也 県立柏原病院 相談員

伊関 恵美子 県立塚口病院 相談員

前田 実夫 恒生病院 相談員

清水 勝一 県立粒子線医療センター 相談員

瀧本 恒雄 神鋼病院健診センター 相談員

中村 真善 ＩＨＩ播磨病院 相談員

伊関 嘉一 県立尼崎病院 相談員

伊関 恵美子 県立塚口病院 相談員

西浦 義郎 公立豊岡病院組合立豊岡病院 相談員

有元 直史 財団法人甲南病院六甲アイランド病院 相談員

大川 渡 三菱神戸病院 相談員

山本 勇 赤穂市民病院 相談員

原 誠 県立加古川医療センター 相談員

大川 渡 三菱神戸病院 相談員

荒木 照知 公立豊岡病院組合立豊岡病院 相談員

寺川 仁人 県立姫路循環器病センター 相談員

半蔀 英敏 医療法人明仁会明舞中央病院 相談員

山崎 敏弘 県立西宮病院 相談員

樽岡 英夫 明和病院 相談員

城谷 宗博 県立塚口病院 相談員

竹中 達朗 県立西宮病院 相談員

川上 徳実 県立がんセンター 相談員

有元 直史 財団法人甲南病院六甲アイランド病院 相談員

関尾 直士 県立こども病院 相談員

小田 敏彦 県立こども病院 相談員

幸田 和彦 市立加西病院 相談員

高見 浩樹 医療法人明仁会明舞中央病院 相談員

山根 敏子 県立尼崎病院 相談員

計 29

兵庫県被ばく相談窓口にかかる（社）兵庫県放射線技師会からの窓口対応協力

3/29

3/30

3/31

3/23

3/24

3/25

3/28

平成23年3月17日～3月31日

所 属

3/22

活動期間 職 種氏 名

3/17

3/18
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児童相談支援員

自 至
梅垣 勝則 県 健康福祉部
小谷 真也 県 健康福祉部

2

相談支援専門員

自 至
5/17 ～ 5/21 相談支援専門員 今西 則行 (社福)宝塚さざんか福祉会 阪神北圏域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

6/13 ～ 6/17 相談支援専門員 今西 則行 (社福)宝塚さざんか福祉会 阪神北圏域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

6/27 ～ 7/1 相談支援専門員 中川裕美子 (社福)愛心園 西播磨圏域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

7/19 ～ 7/22 相談支援専門員 今西 則行 (社福)宝塚さざんか福祉会 阪神北圏域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

8/29 ～ 9/2 相談支援専門員 中川裕美子 (社福)愛心園 西播磨圏域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

5

手話通訳

自 至
6/17 ～ 6/21 手話通訳 仲井 和枝 県聴覚障害者協会 県立聴覚障害者情報センター

6/21 ～ 6/24 手話通訳 池上 睦 県 障害者支援課
6/24 ～ 6/27 手話通訳 渡邊千鶴子 市 加西市市民福祉部社会福祉課

6/27 ～ 6/30 手話通訳 久米 圭子 市 神戸市保健福祉局障害福祉部自立支援課

4

音楽療法士

自 至
福井 圭子 兵庫県音楽療法士会 音楽療法士
井上 恭子 兵庫県音楽療法士会 音楽療法士
松崎 聡子 兵庫県音楽療法士会 音楽療法士
増井まり子 兵庫県音楽療法士会 音楽療法士
井上 恭子 兵庫県音楽療法士会 音楽療法士
桜井美江子 兵庫県音楽療法士会 音楽療法士
渡邊 幸子 兵庫県音楽療法士会 音楽療法士
井上 恭子 兵庫県音楽療法士会 音楽療法士
福島 朋子 兵庫県音楽療法士会 音楽療法士
松崎 聡子 兵庫県音楽療法士会 音楽療法士
井上 恭子 兵庫県音楽療法士会 音楽療法士
為則 香織 兵庫県音楽療法士会 音楽療法士

12

あそびの体験活動

自 至
佐伯 和樹 こどもの館幼児教育センター 主幹
清久 利和 こどもの館 主任児童指導専門員

香川 紫野 こどもの館 まちの子育てひろば体験活動指導員

大野智佳子 こどもの館 まちの子育てひろば体験活動指導員

永瀬かおり こどもの館 まちの子育てひろば体験活動指導員

早瀬 瑠美 こどもの館 まちの子育てひろば体験活動指導員

6

児童相談支援員

計

平成23年4月5日～4月9日

気仙沼市
4/5 ～ 4/9

派遣先
現地活動期間

役 割 氏 名 県市等 県所管部局

所 属 役 職

気仙沼市
11/20 ～ 11/22 あそびの体験活動

計

派遣先
現地活動期間

役 割 氏 名

名取市

計

6/27 ～

宮城県

計

10/17 ～

平成23年6月17日～6月30日

平成23年11月11日～11月22日

宮城県

計

派遣先
現地活動期間

役 割 氏 名 県市等 所 属

平成23年5月17日～9月2日

派遣先
現地活動期間

役 割 氏 名 所 属 役 職

音楽療法士

音楽療法士

平成23年6月27日～11月16日

役 職所 属

6/29

9/26 ～ 9/28

派遣先
現地活動期間

役 割 氏 名

音楽療法士

音楽療法士

10/19

11/14 ～ 11/16
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自 至

石巻市 8/24 ～ 8/26 松岡 信哉 甲山福祉センター アドバイザー
気仙沼市 12/12 ～ 12/24 中村 大蔵 阪神共同福祉会 アドバイザー
気仙沼市 12/29 ～ 1/3 中村 大蔵 阪神共同福祉会 アドバイザー
気仙沼市 2/3 ～ 2/7 中村 大蔵 阪神共同福祉会 アドバイザー
気仙沼市 2/4 ～ 2/7 河井 由紀子 阪神共同福祉会 アドバイザー

計 5

自 至
東山 勝彦 加古川健康福祉事務所 健康管理専門員

小林 博之 明石健康福祉事務所 課長補佐

森田 哲夫 中播磨健康福祉事務所 担当課長補佐
山下 勝也 赤穂健康福祉事務所 課長補佐

柴原 恒夫 豊岡健康福祉事務所 健康管理専門員

中村 尚司 伊丹健康福祉事務所 課長補佐

芝 健司 宝塚健康福祉事務所 主任
森田 正 加古川健康福祉事務所 担当課長補佐

濱田 大輔 加東健康福祉事務所 主査
盆子原 宗司 豊岡健康福祉事務所 主任

牧野 智香子 加古川健康福祉事務所 主査
西岡 敦子 洲本健康福祉事務所 課長補佐

大石 有輔 伊丹健康福祉事務所 職員

東 昭英 医務課 主査

岸田 真樹 朝来健康福祉事務所 主査

鴻池 純二 疾病対策課 主査

計 16

飯野学習センター
青木分館
川内村村民体育館
南相馬市馬時公苑
県北保健所

7/5 ～ 7/11

川内村村民体育館
川俣町体育館
南相馬市馬事公苑
飯野学習センター
青木分館

6/28 ～ 7/4

川俣町体育館
南相馬市馬事公苑

6/21 ～ 6/27

川俣町体育館
県北保健所

6/14 ～ 6/20

川俣町体育館
県北保健所

6/7 ～ 6/13

県北保健所
川俣町体育館

5/26 ～ 5/31

県北保健所 5/20 ～ 5/25

川俣町体育館
県北保健所

5/14 ～ 5/19

福島県への放射線技師派遣職員

平成23年5月14日～7月11日

派遣先
現地活動期間

氏 名 所 属 職 種

地域型仮設住宅アドバイザー派遣職員

平成23年8月24日～平成24年2月7日
現地活動期間

派遣先 職 種所 属氏 名
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自 至
杉原未規夫 生活衛生課動物衛生係 課長補佐
河野 寛昭 動物愛護センター 副所長
中島 正雄 動物愛護センター事業課 主任
三谷 雅夫 動物愛護センター三木支所 課長
田中 哲也 生活衛生課動物衛生係 主査
沼田 一三 動物愛護センター 所長
中津 幸一 動物愛護センター事業課 主査
木村 聡 動物愛護センター龍野支所 担当課長補佐
堀 吉則 動物愛護センター三木支所 所長
栗岡 稔 動物愛護センター龍野支所 課長補佐
中村 啓 豊岡健康福祉事務所食品薬務衛生課 課長補佐
小西 一史 動物愛護センター三木支所 担当課長補佐
日高 盛夫 動物愛護センター三木支所 主任技師
本夛 照美 動物愛護センター三木支所 技師
徳田 孝一 動物愛護センター事業課 課長補佐
木村 聡 動物愛護センター事業課 主任
田路 幸雄 動物愛護センター龍野支所 所長
田中 哲也 生活衛生課動物衛生係 主査
久本 千絵 動物愛護センター事業課 課長補佐
西 正 豊岡健康福祉事務所 副所長
鈴木 維時 動物愛護センター事業課 職員
溝端 敏満 動物愛護センター三木支所 課長補佐
犬伏 源 動物愛護センター淡路支所 課長補佐
中山 基 生活衛生課動物衛生係 主査
田淵 嘉昭 動物愛護センター事業課 課長
岡田 喜彦 豊岡健康福祉事務所食品薬務衛生課 主査
杉原未規夫 生活衛生課動物衛生係 課長補佐
中島 正雄 動物愛護センター事業課 主任
上田かおる 動物愛護センター事業課 主任
河野 寛昭 動物愛護センター 副所長
西村宇佐美 動物愛護センター事業課 課長補佐
中島 正雄 動物愛護センター事業課 主任
田中 哲也 生活衛生課動物衛生係 主査
中津 幸一 動物愛護センター事業課 主査
木村 聡 動物愛護センター龍野支所 担当課長補佐
木村 聡 動物愛護センター事業課 主任
鈴木 維時 動物愛護センター事業課 職員
三谷 雅夫 動物愛護センター三木支所 課長
杉原未規夫 生活衛生課動物衛生係 課長補佐
徳田 孝一 動物愛護センター事業課 課長補佐
本多 正 動物愛護センター事業課 主査

41

～

10/31 ～

動物愛護担当職員

11/19 動物愛護担当職員

11/7 ～ 11/11 動物愛護担当職員

11/14

10/24 ～ 10/28 動物愛護担当職員

動物愛護担当職員

8/7

11/4 動物愛護担当職員

8/17 ～ 8/22

7/13 ～

7/20

8/10 ～ 8/14

動物愛護担当職員

7/27 ～ 7/31 動物愛護担当職員

8/3 ～

動物愛護担当職員

～ 7/24 動物愛護担当職員

動物愛護担当職員

7/16 動物愛護担当職員

派遣先
現地活動期間

7/6 ～ 7/10

6/28

6/14 6/18

7/2～

福島県動物救護本部への派遣職員

動物愛護担当職員～

平成23年6月14日～11月19日

福島県

計

役 職所 属役 割 氏 名

- 590 -



自 至
松下 清美 県 健康福祉部 健康増進課保健指導係 課長補佐
谷口 京子 県 健康福祉部 明石健康福祉事務所地域保健課 課長
中野 惠子 県 健康福祉部 洲本健康福祉事務所地域保健課 課長
濱田 圭子 県 健康福祉部 宝塚健康福祉事務所健康管理課 健康管理専門員

田中 知巳 県 健康福祉部 加東健康福祉事務所健康管理課 健康管理専門員

春藤由里子 県 健康福祉部 伊丹健康福祉事務所健康管理課 健康管理専門員

山田友季子 県看護協会 － －
花田 郁世 県看護協会 － －
大野かおり 県看護協会 － －

11/7 ～ 11/8 保健師 松下 清美 県 健康福祉部 健康増進課 副課長
11/7 ～ 11/11 保健師 今井 幹枝 県看護協会 － （県OＢ）
11/8 ～ 11/11 保健師 藤原恵美子 県 健康福祉部 高齢社会課高年保健福祉係 課長補佐

山下 久美 県 健康福祉部 健康増進課保健指導係 主査
今井 幹枝 県看護協会 － （県OＢ）
松下 清美 県 健康福祉部 健康増進課 副課長
中野 則子 県 健康福祉部 精神保健福祉センター 次長
山下 久美 県 健康福祉部 健康増進課保健指導係 主査
今井 幹枝 県看護協会 － （県OＢ）
松下 清美 県 健康福祉部 健康増進課 副課長
今井 幹枝 県看護協会 － （県OＢ）

20

平成23年3月14日～

健康対策

仙台市

3/17 ～

保健師

保健師

3/18 ～ 3/24

南三陸町

計

3/15

～ 2/23

12/19 12/22

保健師

3/12 ～ 保健師

2/19 保健師

3/19 看護師

～ 保健師

1/23 ～ 1/27 保健師

3/19 ～ 3/24

3/14 ～ 3/18

県市等 県所管部局 所 属 役 職派遣先
現地活動期間

役 割 氏 名

- 591 -
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