


被解嘱者（平成３０年３月３１日付解嘱）

連番 職名（科目） 校園名 名前 カナ 生年月日

1 学校医（内科） 西宮浜小 横山　和敏 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ

2 学校医（内科） 深津小 平川　一秀 ﾋﾗｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

3 学校医（内科） 上甲子園小 松島　洋之 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

4 学校医（内科） 高須小 柄川　二郎 ｴｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ

5 学校医（内科） 鳴尾北小 髙橋　英夫 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ

6 学校医（内科） 小松小 白潟　恒一 ｼﾗｶﾀ ｺｳｲﾁ

7 学校医（内科） 西宮養護 勝部　芳樹 ｶﾂﾍﾞ ﾖｼｷ

8 学校医（内科） 学文中 福井　威志 ﾌｸｲ ﾀｹｼ

9 学校医（内科） 西宮高 廣川　惠一 ﾋﾛｶﾜ ｹｲｲﾁ

10 学校医（内科） 越木岩幼 谷澤　隆邦 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾀｶｸﾆ

11 学校医（内科） 大社幼 三浦　弘司 ﾐｳﾗ ｺｳｼﾞ

12 学校医（内科） 春風幼 増田　從子 ﾏｽﾀﾞ ﾖﾘｺ

13 学校医（内科） 鳴尾北幼 溝尻　素子 ﾐｿﾞｼﾞﾘ ﾓﾄｺ

14 学校医（眼科） 山口小 宇山　令司 ｳﾔﾏ ﾚｲｼﾞ

15 学校医（眼科） 北六甲台小 中内　一揚 ﾅｶｳﾁ ｶｽﾞｱｷ

16 学校医（眼科） 山口中 滝　純 ﾀｷ ｼﾞｭﾝ

17 学校医（眼科） 浜脇幼 藤本　竜太郎 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ

18 学校医（眼科） 鳴尾北幼 山縣　祥隆 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾖｼﾀｶ

19 学校医（眼科） 山口幼 幾井　重行 ｲｸｲ ｼｹﾞﾕｷ

20 学校医（耳鼻科） 苦楽園小 齋藤　幹 ｻｲﾄｳ ﾐｷ

21 学校医（耳鼻科） 深津小 中島　章雄 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｵ

22 学校医（耳鼻科） 西宮高 前田　和雄 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｵ

23 学校医（耳鼻科） 大社幼 法貴　元 ﾎｳｷ ｹﾞﾝ

24 学校医（耳鼻科） 鳴尾北幼 奥窪　明子 ｵｸｸﾎﾞ ｱｷｺ

25 学校歯科医 瓦木小 小松　芳樹 ｺﾏﾂ ﾖｼｷ

26 学校歯科医 今津小 日生下　剛一 ﾋｳｹ ｺｳｲﾁ

27 学校歯科医 平木中 小出　良仁 ｺｲﾃﾞ ﾖｼﾄ

28 学校歯科医 鳴尾北幼 浅井　和幸 ｱｻｲ ｶｽﾞﾕｷ

29 学校薬剤師 上ケ原小 岡山　容子 ｵｶﾔﾏ ﾖｳｺ

30 学校薬剤師 山口小 玉田　道子 ﾀﾏﾀﾞ ﾐﾁｺ

31 学校薬剤師 北六甲台小 玉田　裕雄 ﾀﾏﾀﾞ ﾋﾛｵ

32 学校薬剤師 東山台小 中川　尚美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾐ

33 学校薬剤師 西宮養護 玉田　裕雄 ﾀﾏﾀﾞ ﾋﾛｵ

34 学校薬剤師 浜脇中 高尾　一人 ﾀｶｵ ｶｽﾞﾄ

35 学校薬剤師 甲陵中 金光　智子 ｶﾅﾐﾂ ﾄﾓｺ

36 学校薬剤師 山口中 玉田　道子 ﾀﾏﾀﾞ ﾐﾁｺ

37 学校薬剤師 塩瀬中 中川　尚美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾐ

38 学校薬剤師 大社幼 柳井　美菜 ﾔﾅｲ ﾐﾅ

39 学校薬剤師 門戸幼 金光　智子 ｶﾅﾐﾂ ﾄﾓｺ

40 学校薬剤師 高木幼 東本　茂子 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ｼｹﾞｺ

41 学校薬剤師 鳴尾北幼 高橋　眞理子 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｺ

42 学校薬剤師 山口幼 玉田　道子 ﾀﾏﾀﾞ ﾐﾁｺ

43 学校薬剤師 生瀬幼 山田　玉美 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾏﾐ

学校医等の被解嘱者・被委嘱者一覧



被委嘱者（平成３０年４月１日付委嘱）

連番 職名（科目） 校園名 名前 カナ 生年月日

1 学校医（内科） 西宮浜小 横山　和武 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾀｹ

2 学校医（内科） 深津小 児嶋　茂男 ｺｼﾞﾏ ｼｹﾞｵ

3 学校医（内科） 上甲子園小 林　功 ﾊﾔｼ ｲｻｵ

4 学校医（内科） 高須小 陣　佑祥 ｼﾞﾝ ﾕｳｼｮｳ

5 学校医（内科） 鳴尾北小 楯　英毅 ﾀﾃ ﾋﾃﾞｷ

6 学校医（内科） 小松小 中村　優子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ

7 学校医（内科） 西宮養護 林　伸介 ﾊﾔｼ ｼﾝｽｹ

8 学校医（内科） 学文中 橋野　盛彦 ﾊｼﾉ ﾓﾘﾋｺ

9 学校医（内科） 西宮高 長谷川　順一 ﾊｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

10 学校医（内科） 越木岩幼 早島　禎幸 ﾊﾔｼﾏ ﾖｼﾕｷ

11 学校医（内科） 大社幼 下竹　敦哉 ｼﾓﾀｹ ﾉﾌﾞﾔ

12 学校医（内科） 春風幼 宮下　恵実子 ﾐﾔｼﾀ ｴﾐｺ

13 学校医（眼科） 山口小 松山　智昭 ﾏﾂﾔﾏ ﾄﾓｱｷ

14 学校医（眼科） 北六甲台小 松山　智昭 ﾏﾂﾔﾏ ﾄﾓｱｷ

15 学校医（眼科） 山口中 松山　智昭 ﾏﾂﾔﾏ ﾄﾓｱｷ

16 学校医（眼科） 浜脇幼 宇山　令司 ｳﾔﾏ ﾚｲｼﾞ

17 学校医（眼科） 山口幼 松山　智昭 ﾏﾂﾔﾏ ﾄﾓｱｷ

18 学校医（耳鼻科） 苦楽園小 四ノ宮　隆 ｼﾉﾐﾔ ﾀｶｼ

19 学校医（耳鼻科） 深津小 倉増　咲織 ｸﾗﾏｽ ｻｵﾘ

20 学校医（耳鼻科） 西宮高 四ノ宮　隆 ｼﾉﾐﾔ ﾀｶｼ

21 学校医（耳鼻科） 大社幼 四ノ宮　隆 ｼﾉﾐﾔ ﾀｶｼ

22 学校歯科医 瓦木小 新澤　拓也 ﾆｲｻﾞﾜ ﾀｸﾔ

23 学校歯科医 今津小 堀川　大輔 ﾎﾘｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

24 学校歯科医 平木中 水尻　大希 ﾐｽﾞｼﾘ ﾋﾛｷ

25 学校薬剤師 上ケ原小 小阪　美佳子 ｺｻｶ ﾐｶｺ

26 学校薬剤師 山口小 中川　尚美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾐ

27 学校薬剤師 北六甲台小 山本　優子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ

28 学校薬剤師 東山台小 中川　朋美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ

29 学校薬剤師 西宮養護 桂　基樹 ｶﾂﾗ ﾓﾄｷ

30 学校薬剤師 浜脇中 麻田　紀子 ｱｻﾀﾞ ﾉﾘｺ

31 学校薬剤師 甲陵中 高場　圭子 ﾀｶﾊﾞ ｹｲｺ

32 学校薬剤師 山口中 山田　玉美 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾏﾐ

33 学校薬剤師 塩瀬中 中川　朋美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ

34 学校薬剤師 大社幼 米澤　雅博 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

35 学校薬剤師 門戸幼 小阪　美佳子 ｺｻｶ ﾐｶｺ

36 学校薬剤師 高木幼 田並　紗規子 ﾀﾅﾐ ｻｷｺ

37 学校薬剤師 山口幼 中川　尚美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾐ

38 学校薬剤師 生瀬幼 山本　優子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ
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