
令和 4年 4月 1日 

 

 

◆ 認定試験合格者 59名 更新審査合格者 90名 ◆ 

令和 3年度に第 26回精神科認定看護師認定審査会を開催し、令和 3年度第４回理事会に 

おいて、認定試験および更新審査の合格者が決定しました。 

合格者の皆様、おめでとうございます。 

 

認定試験 受験者数 77名 合格者数 59名 

更新審査 申請者数 90名 合格者数 90名 

 

なお、下記の精神科認定看護師全国データのページは、4 月下旬に令和 4 年度の登録者を 

含めたデータに更新する予定です。 

 

◆精神科認定看護師全国データのページ  https://jpna.jp/nintei-zenkoku-data/ 

 

 

◆第 26 回 精神科認定看護師認定審査会 

開催日：令和 4 年 3 月 4 日（金） 

開催方法：オンライン（Zooｍ） 

認定審査委員（順不同、敬称略） 

○樋口 輝彦   国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター名誉理事長 

徳山 明広   一般社団法人信貴山病院ハートランドしぎさん 院長 

宮本 真巳   東京医科歯科大学 名誉教授 

竹居 由香利  社会医療法人加納岩日下部記念病院 看護部長 

窪田 澄夫   一般社団法人日本精神科看護協会 業務執行理事 

教育認定委員会 

福田 晶子   JA 三重厚生連鈴鹿厚生病院 

一般社団法人日本精神科看護協会 業務執行理事 認定業務執行担当 

  

◆令和 4年度の精神科認定看護師は 863名◆ 

https://jpna.jp/nintei-zenkoku-data/


第 26回精神科認定看護師認定試験の合格者 59名 

＊お名前・施設名は、認定試験の出願時のものを都道府県順に掲載させて頂きました。 

支部名 氏名 施設名 

北海道 髙橋 星 市立旭川病院 

青森県 多田 幸生 八戸赤十字病院 

青森県 宮崎 正人 医療法人芙蓉会芙蓉会病院 

岩手県 佐藤 宣子 岩手県立一戸病院 

山形県 五十嵐 志津 山形県立こころの医療センター 

山形県 吉野 直樹 社会医療法人公徳会若宮病院 

宮城県 吉田 慎吾 仙台市立病院 

福島県 半谷 修一郎 公益財団法人星総合病院星ヶ丘病院 

茨城県 藤田 智則 茨城県立こころの医療センター 

東京都 増田 樹吉士 医療法人社団碧水会長谷川病院 

東京都 都築 歩美 ㈱円グループ 訪問看護ステーション卵 

東京都 佐藤 慎子 東京都立松沢病院 

東京都 片山 名奈 日本大学医学部附属板橋病院 

神奈川県 磯谷 朋樹 公益財団法人積善会曽我病院 

神奈川県 葛西 久美子 医療法人新光会生田病院 

新潟県 千原 大地 医療法人立川メディカルセンター柏崎厚生病院 

長野県 坂間 なつみ 長野県立こころの医療センター駒ヶ根 

山梨県 山岸 大賀彦 山梨県立中央病院 

富山県 堺 聖友士 高岡市民病院 

石川県 高橋 尚樹 石川県立こころの病院 

岐阜県 高野 克己 公益社団法人岐阜病院 

静岡県 鈴木 紀子 独立行政法人国立病院機構天竜病院 

愛知県 横山 太一 医療法人資生会八事病院 

愛知県 須賀 賢介 藤田医科大学病院 

愛知県 島田 美子 愛知県精神医療センター 

三重県 山﨑 有記 独立行政法人国立病院機構榊原病院 

滋賀県 基 ひとみ 公益財団法人青樹会滋賀八幡病院 

滋賀県 堀江 明宏 長浜赤十字病院 

京都府 栗山 絵里 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 

京都府 柴山 仁志 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 

大阪府 丸山 正人 医療法人恒昭会藍野花園病院 

  



支部名 氏名 施設名 

大阪府 小島 龍治 訪問看護ステーションこた福きしわだ 

大阪府 村上 誠 医療法人杏和会阪南病院 

大阪府 前岡 真平 医療法人好寿会美原病院 

大阪府 山本 仁奈 訪問看護ステーションアユース森ノ宮 

大阪府 大谷 美希 公益財団法人浅香山病院 

大阪府 坂本 恵美 医療法人杏和会阪南病院 

大阪府 村井 隆二 医療法人光愛会光愛病院 

大阪府 米良 真奈美 社会医療法人北斗会さわ病院 

大阪府 吉田 有美 訪問看護ステーションエバーケア 

兵庫県 綿貫 可奈子 医療法人財団光明会明石こころのホスピタル 

兵庫県 宮野 はるか 医療法人実風会新生病院 

和歌山県 神谷 崇啓 国保野上厚生総合病院 

福井県 村松 優一 福井県立病院こころの医療センター 

鳥取県 坂本 昌子 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター 

鳥取県 林 敏昭 社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院 

香川県 秋山 知代 香川県立丸亀病院 

愛媛県 古野 直人 愛媛大学医学部附属病院 

高知県 山中 俊典 社会医療法人近森会近森病院総合心療センター 

福岡県 大野 和幸 医療法人社団敬信会大法山病院 

福岡県 豊本 玲子 訪問看護ステーションあいてらす太宰府 

佐賀県 尾形 広知 訪問看護ステーションＭＡＧＡ＋Ｒｅ 

佐賀県 寺田 鈴子 独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター 

長崎県 森 真吾 長崎県精神医療センター 

長崎県 林田 由美 長崎県精神医療センター 

鹿児島県 小川 剛忠 鹿児島県立姶良病院 

沖縄県 仲村渠 和志 社会医療法人友愛会友愛医療センター 

沖縄県 近藤 知江 支部事務局 気付 

沖縄県 上原 万里 医療法人天仁会天久台病院 

 

  



令和 3年度精神科認定看護師更新審査の合格者 90名 

＊お名前・施設名は、更新申請時のものを都道府県順に掲載させて頂きました。 

支部名 氏名 施設名 

北海道 草野 章子 北海道立向陽ヶ丘病院 

北海道 成田 邦男 社会医療法人函館博栄会函館渡辺病院 

北海道 疋田 健 医療法人圭仁会東ヶ丘病院 

北海道 前川 加代子 支部事務局 気付 

北海道 石山 寛基 医療法人社団積信会長野病院 

岩手県 菅原 佳奈子 岩手医科大学附属病院 

岩手県 東森 敏之 岩手県立一戸病院 

秋田県 内藤 建介 ＪＡ秋田厚生連能代厚生医療センター 

山形県 渋谷 るみ 山形県立こころの医療センター 

福島県 横山 大輔 特定医療法人済精会長橋病院 

福島県 八巻 美恵子 あいず訪問看護ステーション郡山 

群馬県 釘宮 健一 医療法人赤城会三枚橋病院 

埼玉県 清水 咲子 埼玉医科大学病院 

埼玉県 星野 秀人 埼玉県立精神医療センター 

埼玉県 小川 弘枝 埼玉県立精神医療センター 

埼玉県 保泉 純子 埼玉県立精神医療センター 

埼玉県 山田 志乃ぶ 支部事務局 気付 

埼玉県 清水 馨一郎 医療法人社団ヘルメス朝霞病院 

埼玉県 森 規良 医療法人社団輔仁会大宮厚生病院 

千葉県 濵地 典夫 千葉県精神科医療センター 

千葉県 髙梨 美穂 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 

東京都 橋本 健 訪問看護ステーションかのん 

東京都 山口 真平 東京都立小児総合医療センター 

東京都 井口 菊代 訪問看護ステーション芦花 

東京都 棚橋 政国 東邦大学医療センター大森病院 

東京都 茶木 孝至 東京都立墨東病院精神科 

東京都 渉里 さやか 医療法人社団欣助会吉祥寺病院 

東京都 鈴木 祐子 東京医療学院大学 

神奈川県 渡部 真理子 医療法人社団ハートフル川崎病院 

 



支部名 氏名 施設名 

神奈川県 深田 徳之 医療法人誠心会神奈川病院 

神奈川県 櫻井 政照 訪問看護ステーションみのり横浜 

神奈川県 松井 洋子 訪問看護ステーションみのり横浜 

神奈川県 福本 真也 公益財団法人積善会日向台病院 

神奈川県 西森 春江 川崎市立川崎病院 

新潟県 塚野 満明 新潟大学医歯学総合病院 

新潟県 宮島 薫 医療法人恵愛会大島病院 

長野県 森泉 照美 ＪＡ長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 

長野県 南風原 智子 社会医療法人栗山会飯田病院 

石川県 薮 一明 医療法人社団浅ノ川桜ヶ丘病院 

石川県 小島 瞳 社会医療法人財団松原愛育会松原病院 

石川県 松本 佳苗 石川県立こころの病院 

石川県 宮本 満寛 らいず訪問看護ステーション 

石川県 中村 ゆきえ 金沢大学附属病院 

岐阜県 後藤 晶宏 公益社団法人岐阜病院 

岐阜県 寺山 昭広 公益社団法人岐阜病院 

岐阜県 鈴木 朱実 特定医療法人清仁会のぞみの丘ホスピタル 

愛知県 安田 恵子 愛知県精神医療センター 

愛知県 内藤 敦子 名古屋市立大学病院 

三重県 杉浦 進一 社会医療法人居仁会総合心療センターひなが 

三重県 平賀 孝子 三重県立志摩病院 

三重県 林 朋代 三重県立こころの医療センター 

滋賀県 野口 洋一 びわこ学園医療福祉センター草津 

滋賀県 和田 隆正 滋賀県立精神医療センター 

滋賀県 本間 亮二 訪問看護ステーション和来やす 

滋賀県 尾﨑 景子 医療法人周行会訪問看護ステーションウィング 

京都府 大谷 勇生 医療法人栄仁会宇治おうばく病院 

大阪府 板原 雅 医療法人杏和会阪南病院 

大阪府 森畑 智子 社会医療法人北斗会さわ病院 

大阪府 杉原 正美 社会医療法人北斗会さわ病院 

 



支部名 氏名 施設名 

大阪府 後藤 直樹 医療法人以和貴会金岡中央病院 

大阪府 古松 里美 医療法人西浦会京阪病院 

大阪府 五十里 淳 医療法人恒昭会藍野花園病院 

大阪府 長崎 奈里 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 

大阪府 山中 美佐 大阪急性期・総合医療センター 

大阪府 木下 将太郎 訪問看護ステーションみのり 

兵庫県 西口 典子 支部事務局 気付 

兵庫県 長谷川 典子 兵庫県立ひょうごこころの医療センター 

奈良県 小瀬古 伸幸 訪問看護ステーションみのり奈良 

鳥取県 田熊 麻美 社会医療法人仁厚会医療福祉センター倉吉病院 

島根県 森脇 卓 島根県立こころの医療センター 

岡山県 坂本 章 公益財団法人仁和会ももの里病院 

広島県 馬明 康宏 医療法人せのがわ瀬野川病院 

広島県 中道 崇文 医療法人せのがわ瀬野川病院 

広島県 川田 英志 医療法人せのがわ瀬野川病院 

広島県 槌西 圭子 医療法人社団和恒会ふたば病院 

愛媛県 日野 貴嗣 医療法人光佑会くろだ病院 

高知県 岡村 邦弘 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 

高知県 小松 博文 高知県立あき総合病院 

福岡県 佐々木 香月 医療法人牧和会牧病院 

福岡県 坂本 建太 医療法人和光会一本松すずかけ病院 

佐賀県 山下 幸司 医療法人社団高仁会中多久病院 

佐賀県 川﨑 美紀子 佐賀大学医学部附属病院 

長崎県 宮崎 大輔 長崎県精神医療センター 

長崎県 岸川 孝 長崎県精神医療センター 

長崎県 島田 祐二 長崎県精神医療センター 

長崎県 若浦 雄也 医療法人協治会杠葉病院 

長崎県 原田 修治 医療法人清潮会三和中央病院 

熊本県 芦塚 和代 医療法人横田会向陽台病院 

沖縄県 比嘉 将和 沖縄県立精和病院 

沖縄県 渡慶次 保 オハナース浦添訪問看護ステーション 




