
受賞年月 受賞者氏名 所　　属

昭和63年度 網中真由美 国立大阪病院附属看護助産学校

今井　健治 久米田看護専門学校

小西由紀子 大阪大学医療技術短期大学部

酒井　美保 大阪府医師会看護専門学校

城　真理子 河内長野看護専門学校

高橋　亜也 藍野学院短期大学

平成1年度 池田　ゆき 国立療養所再春荘病院附属看護学校

上原　昌子 国立大阪病院附属看護助産学校

大川　和子 大阪府医師会看護専門学校

緒方　朋子 大阪府立成人病センタ－附属高等看護学院

須貝　朋子 香ケ丘看護専門学校

中田　　満 広島県立三次看護専門学校

中山　　育 河内長野看護専門学校

宮内　文子 行岡医学技術専門学校

森賀　陽子 今治精華高等学校衛生看護科

森本　佳世 PL学院衛生看護専門学校

鰐淵しのぶ 藍野学院短期大学

平成2年度 上田聖津子 行岡医学技術専門学校看護科

大川　直子 PL学園衛生看護学校

川井　香幸 国立大阪南病院看護学校

重清　智子 久米田看護専門学校

新谷　　緑 福山市医師会看護専門学校

大東美佐子 藍野学院短期大学

原　恵美子 河内長野看護専門学校

東　よしの 鹿児島大学医療技術専門学校看護科

藤田　寿子 大阪警察病院看護学校

門田　智子 大阪府医師会看護専門学校

平成3年度 阿部　博美 PL学園衛生看護専門学校

鈩　　美保 藍野学院短期大学

籠　留美子 久米田看護専門学校

川尻　節子 行岡医学技術専門学校看護科

奨学金（看護学生）
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奨学金（看護学生）

田添　智美 国立大阪病院附属看護助産学校看護婦科

田村　広美 萩准看護学院

津山　裕子 大阪府医師会看護専門学校

前田　明子 大阪大学医療技術短期大学部看護学科

山本真寿美 河内長野看護専門学校

吉川かよ子 九州大学医療技術短期大学部看護学科

吉田　真美 国立大阪南病院附属看護学校

平成4年度 荒井　寿代 大阪警察病院附属看護専門学校

岩崎　雅子 PL学園衛生看護専門学校

遠藤　　忍 国立大阪病院附属看護助産学校

木村　悦子 久米田看護専門学校

近藤　智子 大阪大学医療技術短期大学部

田中　章子 静岡県立磐田北高等学校

田宮有紀美 国立大阪南病院附属看護学院

津崎　陽子 大阪府立中宮病院附属高等看護学院

中村　恵子 河内長野看護専門学校

濱　　　武 行岡医学技術専門学校

馬渡　典子 新見女子短期大学

三浦　葉子 藍野学院短期大学

村井　佳代 愛媛県立医療技術短期大学

平成5年度 秋山　千尋 関西労災看護専門学校

阿部　俊枝 仙台市立看護専門学校

石野　麗子 聖隷クリストファ－看護大学看護学部看護学科

市川　弓子 千葉大学看護学部

草野由紀子 三育学院短期大学第一看護学科

澤本　　浩 行岡医学技術専門学校

菅原　亜子 国立精神・神経センタ－国府台病院附属看護学校

高井　典子 静岡県立大学短期大学部第一看護学科

中本　寛子 国立長崎中央病院附属看護学校

西尾　美咲 山陽女子高等学校

野村みぎわ 藍野学院短期大学
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濱田かね子 岡山県岡山女子高等学校

原　あい子 河内長野看護専門学校

久本　美穂 国立水戸病院附属看護学校

福瀬　淳子 平成学園東群馬看護専門学校

古谷　美樹 獨協医科大学附属看護専門学校

鉾山　知子 大阪大学医療技術短期大学部

松澤　陽子 市立早靹高等学校

山下　博美 長崎県立五島高等学校

山本　美香 東京大学大学院医学系研究科

平成6年度 安藤　基華 国立東京第二病院附属看護学校

井上　明子 大阪府立成人病センタ－附属高等看護学院

伊禮　博子 財団法人おもと会沖縄看護専門学校

太田かのこ 富山医科薬科大学医学部看護学科

河野　祐子 東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻修士課程

桐山千賀子 愛媛県立医療技術短期大学

小松　由紀 奈良県立医科大学附属看護専門学校

重松　豊美 広島大学医学部保健学科看護学専攻

立山恵美子 新潟大学医療技術短期大学看護学科

土屋　房子 順天堂医療短期大学看護学科

東平　貴子 藍野学院短期大学

泊　真紀子 長崎県立五島高等学校

椰木千津子 学校法人行岡保健衛生学園行岡医学技術専門学校

西村　元子 公立春日井小牧看護専門学校

橋本　美穂 聖路加看護大学

廣田　弥生 国立長崎中央病院附属高等看護学校

松前久美子 河内長野看護専門学校

持田　恵理 富士重工業健康保健組合太田高等看護学院

吉田　保子 東京都立松沢看護専門学校

渡辺　慶子 聖和看護専門学校

平成7年度 阿部美佐子 国立東京第二病院附属看護学校

安藤　純子 東京大学医学部附属看護学校
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奨学金（看護学生）

稲澤千恵子 河内長野看護専門学校看護高等課程

井上さと子 藍野学院短期大学看護学科

岩瀬　珠子 愛媛県立医療技術短期大学第一看護学科

奥田　容子 公立春日井小牧看護専門学校

奥野　映子 鳥取県済生会看護専門学校

片田江祐子 広島大学医学部保健学科看護学専攻

兼山　知子 岐阜県立多治見看護専門学校

笹野　真理 玉木女子高等学校衛生看護専攻科

白川　初美 横浜赤十字看護専門学校

白水　美保 水俣市芦北郡医師会立看護専門学校

髙山　政士 東邦大学佐倉看護専門学校

豊嶋　紘美 癌研究会高等看護学院

中村みちよ 山形厚生看護学校看学科

林　みどり 富山医科薬科大学医学部看護学科

三宅　章子 行岡医学技術専門学園看護科

森田　陽子 聖路加看護大学看護学部

吉永　晴子 新見女子短期大学看護学科

平成8年度 浅野　三奈 滋賀県立総合保健専門学校

荒尾　晴惠 千葉大学看護学部看護学科

伊藤  直子 慶應義塾看護短期大学

今井　　桂 日本赤十字看護大学看護学部看護学科

大加田美和 愛媛県立医療技術短期大学第二看護学科

小澤　　恵 国立水戸病院附属看護学校

尾上　奈美 鳥取大学医療技術短期大学部　看護学科

甲斐　隆子 高松赤十字看護専門学校

梶田　恵子 新潟大学医療技術短期大学部看護学科

木村佳代子 久留米大学医学部看護学科

久保　優子 香川医科大学医学部看護学科

黒田　裕子 川崎医療短期大学第二看護科

関　　恵美 東海大学医療技術短期大学看護学科

関塚　真美 金沢大学医学部保健学科
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田中　幸代 藤田保健衛生大学衛生学部衛生看護学科

田中智恵子 富士重工業健康保険組合太田高等看護学院

田中　亮一 岐阜県立多治見看護専門学校

塚本　　綾 河内長野看護専門学校

中村　ゆき 国立札幌病院附属看護学校

野田　美穂 国立大阪病院附属看護助産学校

藤井ひろみ 藍野学院短期大学看護学科

藤本　紀子 公立若狭高等看護学院

本望　敦子 済生会川口看護専門学校

松本　恵美 佐賀医科大学医学部看護学科

村松由味子 聖隷クリストファー 看護大学看護学部看護学科

森　　美晴 国立病院四国がんｾﾝﾀ-附属看護学校

吉田美智子 玉木女子高等学校衛生看護専攻科

吉留　浩美 川内市医師会立川内看護専門学校

米澤　史恵 大阪大学医学部保健学科

渡邉　愛子 東京都立松沢看護専門学校

平成11年度 阿部　陽子 新潟大学医療技術短期大学部看護学科

飯田　裕美 聖路加看護大学

北村　聖子 神戸大学医学部保健学科

椎屋　美幸 琉球大学医学部保健学科

千本木友紀 京都府立医科大学医療技術短期大学部

松本　純子 公立春日井小牧看護専門学校

宮里　朋子 仙台市立看護専門学校

山田　理恵 北里大学看護学部看護学科

山本絵美子 名古屋大学医学部保健学科

米山　愛子 癌研究会のぞみ看護専門学校

平成12年度 石戸紀美恵 東邦大学佐倉看護専門学校　２年

伊藤　春菜 神戸大学医学部保健学科看護学専攻　３年

岡本　麻衣 大阪大学医学部保健学科看護学専攻　３年

小澤　淑子 愛知県立総合看護専門学校　１年

酒井　美香 金沢医科大学附属看護専門学校　２年
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坂本真希子 鳥取大学医療技術短期大学部　３年

佐藤しのぶ 久留米医師会看護専門学校　１年

朱　　香群 大阪府立看護大学看護学部看護学科　３年

白石　和子 新見公立短期大学看護学科　２年

中辻　行雄 関西医科大学附属看護専門学校　１年

萩澤　美絵 群馬県立医療短期大学看護学科　１年

文字山知子 慈恵看護専門学校　１年

山下　悦子 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻　３年

平成13年度 安部ゆきえ 仙台市立看護専門学校

池田ひとみ 琉球大学医学部保健学科

上野　洋子 博慈会高等看護学院

植村　友代 浦安市川市民病院付属葛飾南看護専門学校

桐ヶ谷義裕 神奈川県立衛生短期大学衛生看護科

久野由美子 聖路加看護大学

纐纈　泰子 公立春日井小牧看護専門学校

宮嶋　徳子 財団法人尼崎健康医療事業財団看護専門学校

山本真由美 慈恵看護専門学校

平成14年度 荒井　修子 獨協医科大学附属看護専門学校　２年

石田絵美子 聖路加看護大学　看護学部看護学科　２年

河合　英子 佐賀医科大学　看護福祉学部看護学科　３年

北島　昌樹 三重大学　医学部看護学科　３年

佐野　真冬 名古屋大学　医学部保健学科　３年

渋谷　克豊 神奈川県立看護専門学校　１年

鈴木由美子 千葉看護専門学校　１年

發出　渓子 福井医科大学　医学部看護学科　３年

平山小夜香 北海道医療大学看護福祉学部　３年

松平　篤士 金沢医科大学附属看護専門学校　２年

平成15年度 石﨑　佑子 国立看護大学校

亀山　千陽 日本赤十字広島看護大学

郡山　鈴麻 財団法人尼崎健康･医療事業財団看護専門学校

小林　敦子 千葉大学看護学部看護学科
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近藤眞由美 国立西埼玉中央病院附属看護学校

山下　景子 福井医科大学

山田　真弓 聖路加看護大学

平成16年度 秋山　里織 千葉大学看護学部看護学科

及川　珠江 千葉県立野田看護専門学校第二看護学科

大坪　陽子 広島大学医学部保健学科

鎌田　陽子 聖路加看護大学看護学部看護学科

佐伯　暢隆 福井大学医学部看護学科

谷本　　愛 岡山大学医学部保健学科

中島かおり 鳥取県済生会看護専門学校

山本　桂子 財団法人尼崎健康･医療事業財団看護専門学校

平成17年度 神山　純子 聖路加看護大学看護学部看護学科１年

坂内　光子 神奈川県立保健福祉大学看護学科３年

高　知嘉子 石川県立看護大学看護学部看護学科３年

細井　舞子 岡山大学医学部保健学科３年

脇口　優希 京都大学医学部保健学科２年

平成18年度 天野紗恵香 慈恵看護専門学校３年

関田佳代子 聖路加看護大学看護学部看護学科２年

田中　　素 金沢医科大学附属看護専門学校３年

寺口亜里沙 高砂准看護高等専修学校１年

中村多絵子 財団法人尼崎健康･医療事業財団看護専門学校看護科２年

平成19年度 大出　　順 県立長崎シーボルト大学看護栄養学部看護学科３年

木村　恵子 聖母大学看護学部看護学科２年

佐々木美麗 聖路加看護大学看護学部看護学科１年

下川美智子 岡山済生会看護専門学校看護専門課程看護学科１年

深田　繭奈 四日市看護医療大学看護学部看護学科１年

平成20年度 谷藤　公貴 北海道大学医学部保健学科２年

原田　夏子 慈恵看護専門学校２年

堀江　久樹 東北福祉大学健康科学部保健看護学科１年

山本美由紀 愛媛大学医学部看護学科１年

平成21年度 今村健一郎 四日市看護医療大学看護学部看護学科３年
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上田　優子 千葉大学看護学部看護学科２年

大家知恵子 東京大学医学部健康科学看護学科３年

藤川　雅美 倉敷看護専門学校看護学科１年

山口保菜未 聖路加看護大学看護学部看護学科１年
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