
Hyogoリソースナースnet登録者

支部 施設名 登録者名 ネットワーク 専門領域 得意分野 看護管理者

阪神北 医療法人尚和会宝塚第

一病院

雪田智子 CN 感染管理 特定行為研修を修了している

ので感染症患者の評価

加治屋くるみ

阪神北 九十九記念病院 平畑典子 CN 摂食嚥下障害看護 高齢者の嚥下障害　予防とそ

の対策

亀谷辰美

阪神南 兵庫医科大学病院 土井　陽子 CN がん性疼痛看護 がん性疼痛の評価、薬物療

法、ケア

丸山美津子　

阪神南 兵庫医科大学病院 一木　薫 CN 感染管理 院内感染対策 丸山美津子　

阪神南 兵庫医科大学病院 石川　かおり CN 感染管理 感染管理 丸山美津子　

阪神南 兵庫医科大学病院 乾　貴絵 CN 緩和ケア エンゼルケア 

疼痛 

緩和ケア全般

丸山美津子

阪神南 兵庫医科大学病院 河野幸一 CN 手術看護 周術期体温管理 

手術室褥瘡対策

丸山美津子

阪神南 西宮市立中央病院 濱崎弘子 CN 手術看護 生活の質を落とさず、早期回

復へのお手伝い、手術看護

恩田朋子

阪神南 兵庫医科大学病院 世戸理恵子 CN 集中ケア フィジカルアセスメント 

人工呼吸器管理

西田淳子

阪神南 兵庫医科大学病院 平野　ゆり CN 乳がん看護 乳がん術後リンパ浮腫、乳が

ん治療選択の意思決定支援

丸山　美津子

阪神南 学校法人　兵庫医科大

学　兵庫医科大学病院

内薗　真佐司 CN 認知症看護 精神薬理学 

認知症関連全般、せん妄 

総合病院における精神科看護

関連

丸山美津子

阪神南 兵庫医科大学病院 高橋　拡夢 CN 皮膚・排泄ケア ストーマケア 丸山美津子

阪神南 宝塚市立病院 豊倉　睦美 CN 訪問看護 病院における入退院支援教

育、在宅、訪問看護事業に関

すること

明石事業管理者

阪神南 兵庫医科大学病院 西村裕美子 CNS がん看護 がん薬物療法がサブスペシャ

リティです（がん化学療法看

護CN認定資格あり）。がんゲ

ノム医療・がん相談支援・がん

看護外来・倫理コンサルテー

ションを中心に院内活動して

います。

丸山美津子

阪神南 兵庫医科大学病院 熱田　恵美 CNS 小児看護 子育て支援・虐待予防 丸山　美津子

阪神南 西宮市訪問看護セン

ター

山﨑和代 看護管理者 看護管理 訪問看護ステーション管理者 

ACP、看看連携

山﨑和代

神戸西部 神戸市立医療センター

西市民病院

大路貴子 CN がん化学療法看護 高齢者のがん治療 別府清香

神戸西部 神戸市立医療センター

西市民病院

斎藤美智子 CN がん性疼痛看護 がん患者の症状マネジメント 別府清香

神戸西部 糖尿病内科かいせいク

リニック

阿部　梢 CN 糖尿病看護 フットケア・持続血糖モニタ

リングシステムを使用した療

養支援

松田　友和

神戸西部 神戸市立医療センター

西市民病院

川口麻衣 CNS 慢性疾患看護 糖尿病看護 別府清香

神戸中部 兵庫県立ひょうごここ

ろの医療センター

森田　亮一 CN 感染管理 精神科領域における感染管理 田中　究（院長）

神戸中部 済生会兵庫県病院 小川麻由美 CN 感染管理 部門（科）別の感染対策、手

洗い演習、防護具の着脱、汚

染物の処理方法など

山本　隆久



支部 施設名 登録者名 ネットワーク 専門領域 得意分野 看護管理者

神戸中部 神戸市立医療センター

中央市民病院

利川亜弥 CN 救急看護 急変時の対応 藤原のり子

神戸中部 兵庫県立こども病院 坂本　佳津子 CN 集中ケア 小児集中治療領域 

小児のフィジカルアセスメン

ト 

終末期ケア・重症患者家族ケ

ア 

江角　美紀恵

神戸中部 済生会兵庫県病院 中川真由美 CN 新生児集中ケア 呼吸ケア、体温管理 井上千秋

神戸中部 公益社団法人　兵庫県

看護協会

吉見　薫 CN 認知症看護 身体抑制解除に向けた取り組

み

成田　康子

神戸中部 公益社団法人兵庫県看

護協会

西田　珠貴 CN 認知症看護 認知症高齢者のケア　地域連

携における退院調整、多職種

連携

成田　康子

神戸東部 神戸海星病院 佐野照恵 CN がん化学療法看護 消化器がん・乳がん等の固形

がん

時山泰子

神戸東部 公益財団法人　甲南会

甲南医療センター

岡本　雅代 CN 透析看護 血液透析患者の看護・腎不全

保存期患者の看護

堀口　美由紀

神戸東部 甲南医療センター 田村浩恵 CN 認知症看護 老健に勤務していたことケア

マネージャーもあるので福祉

系にも対応出来ます。

堀口美由紀

神戸東部 医療法人財団　神戸海

星病院

今村　直美 CN 皮膚・排泄ケア 褥瘡ケア 時山　泰子

神戸東部 神戸市立医療センター

中央市民病院

岩田奈美 CNS がん看護、がん性疼痛看護 緩和ケア、痛みのマネジメン

ト、がん化学療法看護 

意思決定支援

藤原のり子

神戸東部 神戸市立医療センター

中央市民病院

森田幸子 CNS 急性・重症患者看護 呼吸ケア　意思決定支援

PICS予防

藤原のり子

西播 姫路聖マリア病院 今川 嘉樹 CN 感染管理 感染対策全般 沢田洋子

西播 姫路聖マリア病院 柳生　愛 CN 緩和ケア 看取りケア，エンドオブライ

フケアなど

沢田洋子

西播 姫路聖マリア病院 川村　真紀 CN 緩和ケア 看取りのケア 沢田洋子

西播 姫路聖マリア病院 城尾恵子 CN 救急看護・災害看護 患者急変時のスタッフ対応 

緊急時対応する患者、家族、

医療スタッフへのストレスケ

ア

沢田洋子

西播 兵庫県立姫路循環器病

センター

飯塚　香織 CN 摂食・嚥下障害看護 摂食嚥下障害に対するケア

（摂食嚥下機能の評価、リス

ク管理、口腔ケア、間接・直

接訓練など）

菰野　朱美

西播 姫路聖マリア病院 伊藤大輔 CN 認知症看護 認知症看護全般 沢田洋子

西播 三栄会　ツカザキ病院 菊井　恵子 CN 認知症看護 高齢者のせん妄ケア　薬物療

法

河本　智美

西播 社会医療法人三栄会ツ

カザキ病院

河本智美 CN 脳卒中リハビリテーション看護 脳卒中患者と家族とのかかわ

り

河本智美

西播 IHI播磨病院 土井　美雪 CN 皮膚・排泄ケア 褥瘡ケア、ストーマケアの基

本

土井　美雪



支部 施設名 登録者名 ネットワーク 専門領域 得意分野 看護管理者

西播 姫路聖マリア病院 藤原優子 CN 皮膚・排泄ケア 褥瘡予防・治療ケア、ストー

マケア全般

沢田洋子

西播 姫路聖マリア病院 萩原希代恵 CN 皮膚・排泄ケア 入院中の患者様の専門分野の

ケアに加えストーマ外来、特

定行為実践、退院後訪問指導

を行います。

沢田洋子

西播 地方独立行政法人たつ

の市民病院機構たつの

市民病院

辻井　由紀 CN 慢性心不全看護 循環器・心不全看護全般（セ

ルフケア支援・終末期・心臓

リハビリテーション・地域連

携など）

嶋田　康之

西播 姫路聖マリア病院 内野　奈美子 CNS がん看護 緩和ケア 沢田　洋子

西播 赤穂市民病院 竹本翠 CNS がん看護 がん看護全般 喜多川千種

西播 兵庫県立姫路循環器病

センター

玉田　田夜子 CNS 老人看護 高齢者看護　認知症看護　せ

ん妄ケア

菰野朱美

東播 加古川中央市民病院 糟谷　敬子 CN がん化学療法看護 がん化学療法における有害事

象に対する看護

花岡　澄代

東播 地方独立行政法人加古

川市民病院機構　加古

川中央市民病院

出口　直子 CN がん化学療法看護 外来化学療法におけるセルフ

ケア支援

花岡　澄代

東播 加古川中央市民病院 竹内　久枝 CN 感染管理 結核（コッホ現象含む）　小

児でよくみる感染症

花岡　澄代

東播 地方独立行政法人加古

川市民病院機構　加古

川中央市民病院

藤井　佑子 CN 感染管理 洗浄・消毒・滅菌 花岡　澄代

東播 地方独立行政法人　加

古川市民病院機構　加

古川中央市民病院

阪井　美緒 CN 緩和ケア 急性期における緩和ケア、疼

痛緩和のサポート

花岡　澄代

東播 加古川中央市民病院 平石　恵子 CN 救急看護 トリアージ　BLS　ICLS　災

害

花岡　澄代

東播 加古川中央市民病院 下田　将司 CN 集中ケア 集中治療領域のせん妄ケア 花岡　澄代

東播 加古川中央市民病院 吉野　優里 CN 新生児集中ケア 低出生体重児のケア 花岡　澄代

東播 地方独立行政法人　加

古川市民病院機構　加

古川中央市民病院

松村　好野 CN 新生児集中ケア 新生児のケア、新生児蘇生

法、在宅移行支援

花岡澄代

東播 加古川中央市民病院 窪田　容子 CN 摂食・嚥下障害看護 重症患者の栄養ケア 花岡　澄代

東播 地方独立行政法人加古

川市民病院機構加古川

中央市民病院

春山裕美 CN 糖尿病看護 小児から高齢者における糖尿

病療養指導・セルフケア支援

花岡澄代

東播 地方独立行政法人　加

古川市民病院機構　加

古川中央市民病院

寺田　美奈子 CN 認知症看護 急性期疾患を有する認知症者

へのケア

花岡　澄代

東播 加古川中央市民病院 丸山　澄美 CN 皮膚・排泄ケア ストーマケア 花岡　澄代

東播 加古川中央市民病院 橋本　円 CN 皮膚・排泄ケア ストーマケア　褥瘡　足潰瘍

など

花岡　澄代

東播 加古川中央市民病院 高瀬　瑠美 CN 慢性呼吸器疾患看護 吸入療法 

酸素療法 

慢性呼吸器疾患

花岡　澄代

東播 加古川中央市民病院 小林　彩香 CN 慢性心不全看護 末期心不全患者の身体的、精

神的な支援、意思決定支援

花岡　澄代

東播 加古川中央市民病院 和田　尚子 CNS がん看護 がん看護における倫理的課題 花岡　澄代



支部 施設名 登録者名 ネットワーク 専門領域 得意分野 看護管理者

東播 地方独立行政法人加古

川市民病院機構加古川

中央市民病院

永冨宏明 CNS 家族支援 家族看護に関することなら全

般対応可

花岡澄代

東播 つばめ訪問看護リハビ

リステーション

岡田 梨佐 CNS 緩和ケア 在宅緩和ケア 

長田区への訪問が多いです。 

飛松 美奈子

東播 加古川中央市民病院 森脇光信 CNS 精神看護 せん妄ケア 花岡澄代

東播 加古川中央市民病院 山田恭子 CNS 精神看護 せん妄ケア 

ストレスマネジメント

花岡澄代

東播 加古川中央市民病院 林　美代子 CNS 慢性疾患看護 腎不全看護（CKD・透析） 花岡　澄代

東播 加古川市民病院機構 花岡澄代 看護管理者 看護管理 組織管理、看護マネジメン

ト、情報管理、倫理 

大西祥男


