
会員番号 出力姓 出力名 取得勤務先名 認定番号
046221 當真 房子 すこやか薬局 470147
025139 糸数 理江 アシスト薬局 470146
094044 宜保 潤 医療法人おもと会大浜第一病院 470145
101048 舘石 公孝 医療法人八重瀬会同仁病院 470144
097830 嘉手苅 盛太 医療法人信和会沖縄第一病院 470143
071219 山本 真理子 医療法人信和会沖縄第一病院 470142
073067 知念 高志 医療法人信和会沖縄第一病院 470141
107077 與那原 希 沖縄協同病院 470140
077842 入月 健 沖縄協同病院 470139
111987 東 千夏 医療法人仁愛会浦添総合病院 470138
111993 上原 佳子 医療法人仁愛会浦添総合病院 470137
111988 松島 亜紀 医療法人仁愛会浦添総合病院 470136
111990 與儀 邦子 医療法人仁愛会浦添総合病院 470135
111983 奥間 結香 医療法人仁愛会浦添総合病院 470134
111985 又吉 里佳 医療法人仁愛会浦添総合病院 470133
099528 佐次田 頌 医療法人仁愛会浦添総合病院 470132
101045 我喜屋 航 医療法人仁愛会浦添総合病院 470131
071890 浜元 善仁 医療法人仁愛会浦添総合病院 470130
110504 仲本 桃子 地方独立行政法人那覇市立病院 470129
102392 安次嶺 渚 地方独立行政法人那覇市立病院 470128
107078 大濱 英造 地方独立行政法人那覇市立病院 470127
106401 上原 有可 地方独立行政法人那覇市立病院 470126
107079 新垣 剛 地方独立行政法人那覇市立病院 470125
106402 伊波 優子 地方独立行政法人那覇市立病院 470124
065588 山方 志築 地方独立行政法人那覇市立病院 470123
103352 呉本 裕介 地方独立行政法人那覇市立病院 470122
103351 崎山 嗣登 地方独立行政法人那覇市立病院 470121
103350 高良 美波 地方独立行政法人那覇市立病院 470120
103349 仲村 哲也 地方独立行政法人那覇市立病院 470119
097565 山城 裕也 地方独立行政法人那覇市立病院 470118
095030 瀬良垣 葉月 地方独立行政法人那覇市立病院 470117
095028 金城 なつき 地方独立行政法人那覇市立病院 470116
095026 大城 沙季子 地方独立行政法人那覇市立病院 470115
095027 糸数 彩 地方独立行政法人那覇市立病院 470114
097022 山里 将士 地方独立行政法人那覇市立病院 470113
082820 永井 賢作 地方独立行政法人那覇市立病院 470112
095029 新垣 麻理奈 地方独立行政法人那覇市立病院 470111
089186 久場 磨紀子 地方独立行政法人那覇市立病院 470110
089188 村田 祐子 地方独立行政法人那覇市立病院 470109
090470 上田 博史 地方独立行政法人那覇市立病院 470108
063909 戸北 浩志 地方独立行政法人那覇市立病院 470107
025126 石原 留美子 地方独立行政法人那覇市立病院 470106
077121 志良堂 ありさ 沖縄赤十字病院 470105
005806 上地 めぐみ 沖縄赤十字病院 470104
114767 大屋 葵 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 470103
114765 端山 佳菜子 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 470102
110989 宮城 幸子 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 470101
061115 新垣 貴子 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 470100
092494 玉城 陽子 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 470099
061110 津波 美奈子 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 470098
095228 齊藤 うたた 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 470097
101865 比嘉 正紀 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 470096
098545 石垣 大輔 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 470095
066191 與世平 一起 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 470094
029097 國分 千代 医療法人友愛会豊見城中央病院 470093
076787 大城 真理奈 医療法人友愛会豊見城中央病院 470092
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076531 小杉 卓大 医療法人友愛会豊見城中央病院 470091
101866 名波 元康 沖縄県立宮古病院 470090
101867 喜友名 朝史 沖縄県立宮古病院 470089
103806 中 友里 沖縄県立宮古病院 470088
033572 垣花 真紀子 沖縄県立宮古病院 470087
016737 渡真利 国浩 沖縄県立宮古病院 470086
112259 天久 栄介 沖縄県立北部病院 470085
077843 石田 寿子 沖縄県立北部病院 470084
109781 新崎 さや乃 沖縄県立北部病院 470083
107945 伊元 裕香 沖縄県立北部病院 470082
095213 渡慶次 美琴 沖縄県立北部病院 470081
057190 莇 由衣 沖縄県立北部病院 470080
093448 佐次田 梨奈 沖縄県立北部病院 470079
034936 與座 順子 沖縄県立北部病院 470078
002696 徳嶺 恵子 沖縄県立北部病院 470077
056354 真地 千明 医療法人かりゆし会ハートライフ病院 470076
113467 仲原 大介 医療法人かりゆし会ハートライフ病院 470075
103435 上地 美和 医療法人かりゆし会ハートライフ病院 470074
103434 仲宗根 ちひろ 医療法人かりゆし会ハートライフ病院 470073
048848 田中 泉 医療法人かりゆし会ハートライフ病院 470072
071210 大関 秀和 医療法人かりゆし会ハートライフ病院 470071
093713 翁長 寛人 医療法人かりゆし会ハートライフ病院 470070
031974 田中 健嗣 医療法人かりゆし会ハートライフ病院 470069
107080 長田 麗裕 沖縄県立中部病院 470068
083664 伊波 寛史 沖縄県立中部病院 470067
097567 南保 千尋 沖縄県立中部病院 470066
099677 上原 淳奈 沖縄県立中部病院 470065
096470 照屋 陽子 沖縄県立中部病院 470064
064939 喜舎場 知香 沖縄県立中部病院 470063
073139 赤嶺 一姫 沖縄県立中部病院 470062
061113 呉屋 多恵子 沖縄県立中部病院 470061
077874 勝連 真人 沖縄県立中部病院 470060
025072 座間味 智子 沖縄県立精和病院 470059
069068 比嘉 綾子 沖縄県立八重山病院 470058
083510 吉本 尚志 沖縄県立八重山病院 470057
095857 中村 倫子 沖縄県立八重山病院 470056
107523 島田 正士 沖縄県立八重山病院 470055
071897 與那覇 梢 社会医療法人敬愛会ちばなクリニック 470054
113466 中村 書子 社会医療法人敬愛会中頭病院 470053
111994 柴田 高輔 社会医療法人敬愛会中頭病院 470052
111996 稲嶺 盛佳 社会医療法人敬愛会中頭病院 470051
111997 翁長 卓司 社会医療法人敬愛会中頭病院 470050
109127 照屋 林志郎 社会医療法人敬愛会中頭病院 470049
109128 上原 李佳子 社会医療法人敬愛会中頭病院 470048
109129 小森 佳奈子 社会医療法人敬愛会中頭病院 470047
109130 洲鎌 なつき 社会医療法人敬愛会中頭病院 470046
106256 照屋 雄一 社会医療法人敬愛会中頭病院 470045
104309 福 大哉 社会医療法人敬愛会中頭病院 470044
091163 城間 盛彦 社会医療法人敬愛会中頭病院 470043
099180 木奈崎 昭男 社会医療法人敬愛会中頭病院 470042
025452 玉城 哲子 社会医療法人敬愛会中頭病院 470041
098035 伊波 美幸 社会医療法人敬愛会中頭病院 470040
097023 阿嘉 秀寅 社会医療法人敬愛会中頭病院 470039
095025 渡慶次 憲彦 社会医療法人敬愛会中頭病院 470038
095024 呉屋 美貴子 社会医療法人敬愛会中頭病院 470037
088830 仲田 有希代 社会医療法人敬愛会中頭病院 470036
063731 山本 紗織 社会医療法人敬愛会中頭病院 470035
028596 森脇 典子 社会医療法人敬愛会中頭病院 470034
071896 宮城 英之 社会医療法人敬愛会中頭病院 470033



024982 仲本 興美 社会医療法人敬愛会中頭病院 470032
063732 平良 恵 社会医療法人敬愛会中頭病院 470031
080503 平良 智 社会医療法人敬愛会中頭病院 470030
079020 島袋 朝太郎 社会医療法人敬愛会中頭病院 470029
062574 古賀 葉子 社会医療法人敬愛会中頭病院 470028
016795 浦崎 清美 社会医療法人敬愛会中頭病院 470027
074936 比嘉 尋子 社会医療法人敬愛会中頭病院 470026
025050 安座間 照子 社会医療法人敬愛会中頭病院 470025
025094 長濱 照美 社会医療法人敬愛会中頭病院 470024
105964 田中 梨紗 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470023
111479 末成 由美 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470022
111478 喜友名 尚子 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470021
104989 古波藏 直子 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470020
107351 大城 祥子 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470019
104987 井口 菜摘 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470018
104988 古謝 さなえ 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470017
101864 上原 仁 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470016
098272 知名 香代子 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470015
096729 伊差川 サヤカ 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470014
086220 外間 登 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470013
025177 諸見 牧子 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470012
025193 与那覇 房子 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470011
081528 橋田 律 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470010
080100 難波 有智 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470009
084953 砂川 智子 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470008
067756 鈴木 毅 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470007
084146 座間味 丈人 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470006
076574 佐久川 卓 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470005
085260 山田 智史 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470004
061545 石井 岳夫 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470003
025185 外間 惟夫 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470002
025183 喜屋武 典 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 470001


