
摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士

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）

勤務先

都道府県

北海道 天野 智絵 皆川病院 北海道

北海道 桑畠 睦美 斜里町国民健康保険病院 北海道

北海道 田中 恭子 北海道循環器病院 北海道

北海道 ⾧瀬 まり 旭川赤十字病院 北海道

宮城県 小野 芳美 公益財団法人 仙台市医療センター 仙台オープン病院 宮城県

宮城県 榊 真理子 医療法人 社団 脳健会 仙台リハビリテーション病院 宮城県

宮城県 布田 美貴子 東北大学病院 宮城県

秋田県 中山 真紀 秋田大学医学部附属病院 秋田県

茨城県 手塚 文栄
医療法人 たかぎ歯科

※ たかぎ歯科 認定栄養ケア・ステーションふらっと
茨城県

茨城県 箕輪 友香 医療法人社団善仁会 介護老人保健施設 鹿野苑 茨城県

群馬県 根岸 幸子 特別養護老人ホーム 菱風園 群馬県

千葉県 大嶋 晶子 医療法人社団心和会新八千代病院 千葉県

千葉県 加藤 寿美 ローゼンヴィラ藤原 千葉県

東京都 粟田 麻友 世田谷記念病院 東京都

東京都 上島 順子 ＮＴＴ東日本関東病院 東京都

東京都 大沢 優也 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 神奈川県

東京都 尾関 麻衣子 日本歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック 東京都

東京都 鎌田 貴子 うえだ内科、糖尿病内科クリニック 東京都

東京都 佐藤 淑子 介護老人保健施設いずみ 東京都

東京都 冨澤 由美子 医療法人社団豊徳会 介護医療院 東京多摩病院 東京都

東京都 豊島 瑞枝 東京医科歯科大学病院 東京都

東京都 中溝 こずえ 医療法人社団三医会 鶴川記念病院 東京都

東京都 中村 芽以子

東京都 夏山 貴子

東京都 西田 明子 一般社団法人 巨樹の会 五反田リハビリテーション病院 東京都

東京都 引地 和佳子 聖路加国際病院 東京都

東京都 眞島 千佳 三宿病院 東京都

東京都 丸山 園子 寿康会病院 埼玉県

神奈川県 木村 麻美子
衣笠病院

※ 衣笠病院 認定栄養ケア・ステーション
神奈川県

神奈川県 工藤 美香
駒沢女子大学

※ 認定栄養ケア・ステーション 駒沢女子大学 健康栄養相談室
神奈川県

神奈川県 熊谷 直子 横浜市立大学附属市民総合医療センター 神奈川県

神奈川県 佐々木 由紀子
医療法人ユニメディコ 山手台クリニック

※ 認定栄養ケア・ステーション 世田谷
神奈川県

神奈川県 佐藤 美登利 社会福祉法人ワゲン福祉会 ワゲン療育病院⾧竹 神奈川県

神奈川県 島田 直子 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院 神奈川県

神奈川県 福重 亜紀子 神奈川県立こども医療センター 神奈川県

神奈川県 簑島 深緒 社会福祉法人 聖テレジア会 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院 神奈川県

新潟県 北林 紘 新光会村上記念病院 新潟県

富山県 松⾧ 由美子
医療法人社団 親和会 富山西リハビリテーション病院

※ 公益社団法人富山県栄養士会栄養ケア・ステーション
富山県

⾧野県 清水 昭雄 ⾧野県立大学 ⾧野県

⾧野県 竹内 由里 松本歯科大学病院 ⾧野県

岐阜県 石川 明奈 医療法人かがやき 総合在宅医療クリニック 岐阜県

岐阜県 上村 恵里香 医療法人ファミリークリニック鳥沢クリニック 岐阜県

岐阜県 安田 和代 医療法人かがやき 総合在宅医療クリニック 岐阜県

静岡県 白井 祐佳 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県

静岡県 山下 亜依子 静岡県立静岡がんセンター 静岡県
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摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士

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）

勤務先

都道府県

愛知県 宇野 千晴 名古屋大学 愛知県

愛知県 髙本 純平 藤田医科大学病院 愛知県

愛知県 小島 三枝 特別養護老人ﾎｰﾑ 楓林花の里 愛知県

愛知県 森山 大介 中部ろうさい病院 愛知県

三重県 水谷 美樹 済生会 明和苑 三重県

三重県 溝口 由佳 健やか薬局（株式会社 メディカルリンク） 三重県

滋賀県 木村 章子 彦根市立病院 滋賀県

大阪府 篠田 真美 介護老人保健施設 ローズウッド国分 大阪府

大阪府 藤村 真理子 愛仁会高槻病院 大阪府

大阪府 房 晴美 介護老人保健施設 フェリーチェ吹田 大阪府

兵庫県 杉浦 啓子 宝塚せいれいの里 兵庫県

兵庫県 詫間 晴美 神戸協同病院 兵庫県

和歌山県 真珠 文子 公立那賀病院 和歌山県

岡山県 園井 みか ノートルダム清心女子大学 岡山県

岡山県 松本 英子 医療法人吉備会 中谷外科病院 岡山県

広島県 土井 千代美 アマノリハビリテーション病院 広島県

徳島県 谷 律子 徳島赤十字病院 徳島県

高知県 川﨑 愛 高知県立幡多けんみん病院 高知県

福岡県 西田 美千子 （医）柳育会 八女リハビリ病院 福岡県

福岡県 西村 圭織

福岡県 濱崎 かおり （医）八女発心会 姫野病院 福岡県

福岡県 山口 すみれ 福岡大学 筑紫病院 福岡県

熊本県 嶋津 小百合 熊本リハビリテーション病院 熊本県

＊本会会員登録情報に基づき掲載 （2023年4月1日現在）

所属栄養士会、50音順
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