
食物アレルギー栄養士（給食管理分野）

所属

栄養士会
氏　　名

勤務先名

※ 認定栄養ケア・ステーション名（該当登録者のみ）

勤務先

都道府県名

北海道 石田　しづえ 藤女子大学 北海道

北海道 工藤　茜 医療法人亀田病院　亀田花園病院 北海道

北海道 濱田　望 滝川市役所 北海道

北海道 平川　綾子

北海道 諸橋　京美 釧路短期大学 北海道

青森県 佐藤　祐美子 青森県立中央病院 青森県

青森県 西谷　倫子 弘前大学教育学部附属特別支援学校 青森県

青森県 渡邉　一礼 独立行政法人国立病院機構弘前総合医療センター 青森県

岩手県 藤倉　直美

宮城県 近藤　亜水美 仙台市立六郷小学校 宮城県

宮城県 今野　明美 仙台市子供未来保育部 宮城県

宮城県 佐々木　千恵子 仙台市役所 宮城県

宮城県 鴫原　美智子 東北生活文化大学 宮城県

宮城県 鈴木　梨絵 株式会社メフォス 宮城県

宮城県 ながくら　よしえ 社会福祉法人 清山会 特別養護老人ホーム 柳風園 宮城県

宮城県 三浦　充晴 株式会社メフォス　東北事業部 宮城県

宮城県 若松　里美

秋田県 村田　直恵 醍醐保育園 秋田県

秋田県 渡辺　絹子 醍醐保育園 秋田県

山形県 山田　暁子 （株）メフォス 山形県

福島県 遠藤　真弓 福島県立医科大学附属病院 福島県

福島県 齋藤　賢司 株式会社メフォス 福島県

福島県 髙橋　千春 医療法人　仁寿会　菊池医院 福島県

福島県 安田　祐子 老人保健施設　にじのまち 福島県

茨城県 浅見　暁子 筑波大学付属病院 茨城県

茨城県 小口　富美子 公益財団法人ニッポンハム食の未来財団 茨城県

茨城県 小林　礼子 常総市立豊岡小学校 茨城県

茨城県 今野　将太 介護老人保健施設 鹿野苑 茨城県

茨城県 佐々木　要重 日本ハム株式会社　中央研究所 茨城県

茨城県 山口　悠 鹿嶋市立学校給食センター 茨城県

栃木県 池内　寛子 栃木県保健福祉部 栃木県

栃木県 大島　久美子 下野市立石橋中学校 栃木県

栃木県 大場　琴子 株式会社ハートフルキッチン 栃木県

栃木県 越沼　美知代 大田原市役所 栃木県

栃木県 齋藤　享子

栃木県 佐藤　貴美子 鹿沼市役所 栃木県

栃木県 髙安　喜美子 医療法人薫会介護老人保健施設富士山苑 栃木県

栃木県 中田　智子 栃木市大平学校給食センター 栃木県

栃木県 藤田　仁子 宇都宮市立ゆいの杜小学校 栃木県

群馬県 穴澤　祐子 群馬中央病院 群馬県

群馬県 金古　亮子 JCHO群馬中央病院 群馬県

群馬県 長井　祐子 高崎健康福祉大学 群馬県

群馬県 西澤　夏実 群馬中央病院 群馬県

埼玉県 飯野　友里恵 所沢第一病院 埼玉県

埼玉県 大林　梨花 日本赤十字医療センター 東京都
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埼玉県 菅根　由美 社会医療法人　さいたま市民医療センター 埼玉県

埼玉県 毛利　優香里 飯能市役所 埼玉県

千葉県 加藤　恵子 浦安市 千葉県

千葉県 金田　恭江 国立健康・栄養研究所 東京都

千葉県 櫛田　恵 株式会社グローバルキッズ松島園 東京都

千葉県 滋野　裕子 我孫子市立寿保育園 千葉県

千葉県 鈴木　真実 富津市役所 千葉県

千葉県 髙井　公美 流山市役所　高齢者支援課 千葉県

千葉県 中山　美穂 柏市教育委員会 千葉県

千葉県 半田　冴 千葉市役所 千葉県

千葉県 平田　木綿子 千葉市千草台保育所 千葉県

千葉県 山添　裕子 流山市役所子ども家庭部保育課 千葉県

東京都 飯島　史奈 株式会社ユーエスキュア 東京都

東京都 氏家　裕佳子 府中市役所 東京都

東京都 桶田　美穗 台東区立病院・老人保健施設千束 東京都

東京都 長田　和恵

東京都 小俣　憲昭 ※認定栄養ケア・ステーション eatcoco

東京都 川島　美由紀

東京都 川村　葉香 エームサービス株式会社 東京都

東京都 北島　雅子 東京都 東京都

東京都 吉家　佳代子 エームサービス株式会社 東京都

東京都 子籠　智恵子 太陽こども病院 東京都

東京都 佐為　雅子 ふくだ内科 埼玉県

東京都 齋藤　友香 東京都小学校 東京都

東京都 坂　弘子 愛育病院 東京都

東京都 佐藤　幸奈 港区立児童発達支援センター ぱお 東京都

東京都 志田　真珠美 アートチャイルドケア株式会社 東京都

東京都 鈴木　沙希 エームサービス株式会社 東京都

東京都 高橋　文子 エームサービス（株） 東京都

東京都 髙山　蘭 日本赤十字社　医療センター付属　乳児院 東京都

東京都 瀧　真奈美

メディケアクリニック石神井公園

※龍岡栄養けあぴっと 認定栄養ケア・ステーション

※メディケア 認定栄養ケア・ステーション

※飛鳥山 認定栄養ケア・ステーション

東京都

東京都 塚越　明美 ㈱日本レストランエンタプライズ 東京都

東京都 永田　香枝 中央大学生活協同組合附属中学校食堂 東京都

東京都 野沢　佐和子 東府中病院 東京都

東京都 野中　ひとみ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 神奈川県

東京都 野村　順子 町田市民病院 東京都

東京都 林　典子 十文字学園女子大学 埼玉県

東京都 福田　莉佳 ライフサポート 株式会社 東京都

東京都 藤平　晃子 株式会社メフォス 東京都

東京都 三成　麗奈

東京都 村田　里佳 公立昭和病院 東京都

東京都 山根　慶子 回生会 神奈川県
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東京都 山本　玉路 敬隣保育園 東京都

東京都 横沢　由季 いりたに内科クリニック 東京都

東京都 吉田　貴子 根岸定期利用保育室 東京都

東京都 若宮　寿子 若宮ヘルシークッキングスタジオ 東京都

神奈川県 池端　郁子 茅ヶ崎市保健所 神奈川県

神奈川県 石田　房子 社会福祉法人いずみ東白楽保育園 神奈川県

神奈川県 岩堀　徳子 福井記念病院 神奈川県

神奈川県 尾本　佳江 育美保育園 神奈川県

神奈川県 刈谷　紗衣加 株式会社アソシエ・インターナショナル 東京都

神奈川県 早乙女　和子 (財）神奈川県警友会　けいゆう病院 神奈川県

神奈川県 酒井　良子 日本医科大学付属病院 東京都

神奈川県 﨑津　真優子 川崎市社会福祉事業団　よつば保育園 神奈川県

神奈川県 笹川　真紀 総合新川橋病院 神奈川県

神奈川県 島崎　美和 茅ヶ崎小学校 神奈川県

神奈川県 内藤　奈津紀 小学館アカデミーむさししんじょう保育園 神奈川県

神奈川県 長島　由紀 株式会社EDU　湘南辻堂はないろ保育園 神奈川県

神奈川県 中溝　ゆかり 相模原市役所 神奈川県

神奈川県 根路銘　寿々

神奈川県 望月　郁子 けいゆう病院 神奈川県

神奈川県 渡邉　恭枝 川崎市役所 神奈川県

新潟県 山形　睦美 新潟市民病院 新潟県

福井県 國本　達矢 越前市役所 福井県

山梨県 風間　智恵 社会福祉法人　境川保育園 山梨県

長野県 伊藤　恭子 豊丘村学校給食共同調理場 長野県

長野県 大友　美緒 松本市役所 長野県

長野県 岡村　佳世子 障がい者支援施設 上松荘 長野県

長野県 上條　治子 魚国総本社松本事務所 長野県

長野県 清水　真衣子 医療法人登誠会　諏訪マタニティークリニック 長野県

長野県 谷口　ゆりか 駒ヶ根市役所 長野県

長野県 松井　佳子 （株）あんでーくっく 長野県

長野県 丸山　彩音 松本市役所 長野県

岐阜県 上田　征治
トーカイフーズ㈱

※トーカイフーズ　認定栄養ケア・ステーション
岐阜県

岐阜県 高瀬　尚子 岐阜市立茜部小学校 岐阜県

岐阜県 虫賀　途子 ビーンスターク・スノー(株)中部営業所 愛知県

静岡県 勝又　瞳 エームサービス株式会社 静岡県

静岡県 佐野　ちえみ とも料理教室 静岡県

静岡県 關　恭子 富士市保健部地域保健課 静岡県

静岡県 長坂　久美子 フジ虎ノ門整形外科病院 静岡県

静岡県 中野　恵海子 社会福祉法人　秀光会　伝法保育園 静岡県

静岡県 原田　康子 磐田市立磐田南小学校 静岡県

静岡県 宮本　聡実 あゆみ保育園 静岡県

愛知県 小川　まゆ子 （株）魚国総本社　名古屋本部 愛知県

愛知県 上川　美和子 ゆかりこどもアレルギークリニック 愛知県

愛知県 神谷　靖野 知多市役所 愛知県

3／5



食物アレルギー栄養士（給食管理分野）

所属

栄養士会
氏　　名

勤務先名

※ 認定栄養ケア・ステーション名（該当登録者のみ）

勤務先

都道府県名

愛知県 近藤　睦 豊山町豊山中学校 愛知県

愛知県 柴田　佳代子 北病院 愛知県

愛知県 染谷　あや 名鉄病院 愛知県

愛知県 高田　尚美 名古屋学芸大学 愛知県

愛知県 半妙　芳子 社会福祉法人 愛光園 愛知県

愛知県 細田　香 蟹江町給食センター 愛知県

愛知県 柵木　嘉和 名古屋文理栄養士専門学校 愛知県

愛知県 松井　訓子

愛知県 松尾　亜梨紗

三重県 平野　徳子

滋賀県 木村　友美 長浜赤十字病院 滋賀県

滋賀県 坂上　一美 滋賀県立小児保健医療センター 滋賀県

京都府 巽　暁美 勧修保育園 京都府

京都府 森　久美子
学校法人大和学園京都栄養医療専門学校

※大和学園　認定栄養ケア・ステーション
京都府

大阪府 足立　恭子 瀬川保育園 大阪府

大阪府 植田　由喜

大阪府 大西　美紀 株式会社　魚国総本社 大阪府

大阪府 奥　宏華 社会医療法人　協和会　加納総合病院 大阪府

大阪府 小野　早苗 なかよしくっく保育園　（非常勤） 大阪府

大阪府 川崎　千恵子 ㈱魚国総本社 大阪府

大阪府 岸本　莉紗 岸和田市 大阪府

大阪府 北原　亮子

大阪府 後藤　恵子 市立ひらかた病院 大阪府

大阪府 佐々木　結香

大阪府 塚田　定信 株式会社　グローカルアイ 大阪府

大阪府 松原　綾乃 エームサービス株式会社 大阪府

兵庫県 猪本　栄子 エ－ムサ－ビス株式会社 京都府

兵庫県 岡野　恵美 西宮市立甲陽園小学校 兵庫県

兵庫県 奥薗　美代子 エームサービス（株） 大阪府

兵庫県 平松　初美 ウオクニ株式会社 兵庫県

兵庫県 深田　晃司 市立　伊丹病院 兵庫県

兵庫県 宮代　正和 川西市保健センター 兵庫県

兵庫県 山本　知恵美 姫路聖マリア病院 兵庫県

奈良県 川路　智子 會津生駒保育園 奈良県

奈良県 高原　桃子 三宅町立　三宅小学校 奈良県

奈良県 宮下　裕美 やまと精神医療センター 奈良県

鳥取県 星野　記史 日南町立日南中学校 鳥取県

岡山県 赤木　寛子 岡山市立岡山中央中学校 岡山県

岡山県 安藤　喜美子 矢掛町立矢掛認定こども園 岡山県

岡山県 磯部　征貴美 社会福祉法人ナサレ会　聖和保育園 岡山県

岡山県 佐藤　いずみ 瀬戸内市立邑久保育園 岡山県

岡山県 三宅　沙紀 川崎医科大学附属病院 岡山県

岡山県 森山　成子 有漢荘 岡山県

広島県 辻川　洋子 株式会社メフォス 香川県
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徳島県 栄原　純子 徳島赤十字病院 徳島県

徳島県 曽川　美佐子 四国大学 徳島県

徳島県 高田　弘子 徳島市教育委員会 徳島県

徳島県 矢野　彩香 株式会社メフォス 東京都

香川県 市山　京子 医療法人社団仁泉会　西岡医院 香川県

香川県 清水　美詠 公益社団法人香川成人医学研究所 香川県

香川県 白坂　吉識 香川県立盲学校　（聾学校） 香川県

香川県 橋本　理恵 甲南女子大学 兵庫県

愛媛県 藤岡　朋子

高知県 本木　郁恵 株式会社優樹 高知県

福岡県 池末　美穂子 株式会社魚国総本社　九州支社 福岡県

福岡県 大下　敦子 太宰府市立　太宰府小学校 福岡県

福岡県 鏡　和枝 春日市立　須玖小学校 福岡県

福岡県 境　綾子 （医）社団天翠会　小倉きふね病院 福岡県

福岡県 下村　瑞代 （地独）福岡市立病院機構　福岡市立こども病院 福岡県

福岡県 渕上　加寿子 飯塚市立　穂波東小学校 福岡県

福岡県 松尾　真由美 大野城市立大野北小学校 福岡県

福岡県 松本　麻衣 太宰府市立　太宰府西小学校 福岡県

福岡県 宮崎　涼子 福津市立神興東小学校 福岡県

福岡県 山田　雅美 福吉保育園 福岡県

長崎県 小川　彰子

長崎県 松永　朱里 春日幼児園 長崎県

熊本県 小森田　美保 常盤学園 ときわ幼稚園 熊本県

大分県 川上　真子 みなと保育園 大分県

大分県 高松　伸枝 別府大学 大分県

大分県 渕　範子 豊後大野市西部学校給食共同調理場 大分県

宮崎県 坂本　亜子 宮崎県立児湯るぴなす支援学校 宮崎県

鹿児島県 石牟禮　彩 たちばなこどもランド 鹿児島県

鹿児島県 成瀬　杏子

沖縄県 﨑原　昌子 株式会社グリーンハウス 沖縄県

＊本会会員登録情報に基づき掲載
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