
在宅訪問管理栄養士

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（該当登録者のみ）

勤務先

都道府県名

北海道 石下　康子
パルス薬局苫小牧店

※パルス薬局苫小牧店 認定栄養ケア・ステーション
北海道

北海道 一色　恵

（株）まつもと薬局

※まつもと薬局フロンティア店 認定栄養ケア・ステーション

※まつもと薬局本店 認定栄養ケア・ステーション

北海道

北海道 井戸川　久美子 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院 北海道

北海道 岩渕　佳奈 介護老人保健施設　愛里苑 北海道

北海道 鵜飼　真千子 医療法人　渓仁会　手稲渓仁会病院 北海道

北海道 奥山　恵美子 NPO法人かしわのもり 北海道

北海道 川畑　盟子  

北海道 川村　玲加
札内青葉保育園

※まつもと薬局自由が丘店 認定栄養ケア・ステーション
北海道

北海道 神田　貴志代 札幌佐藤病院 北海道

北海道 久保　香苗 医療法人稲生会　生涯医療クリニックさっぽろ 北海道

北海道 駒込　聡子  

北海道 小柳　淳子
社会医療法人元生会森山メモリアル病院

※認定栄養ケア・ステーション めもりあるカフェ
北海道

北海道 齋藤　郁子 サンシャイン栄養コンサルタント 北海道

北海道 真井　睦子 栗山赤十字病院 北海道

北海道 城前　有紀乃 市立室蘭総合病院 北海道

北海道 相馬　梨沙 社会医療法人慈恵会 北海道

北海道 曽川　かおり 医療法人渓仁会　定山渓病院 北海道

北海道 髙橋　由貴子 特別養護老人ホームこもれびの里 北海道

北海道 田上　未紗 日高徳洲会病院 北海道

北海道 田口　みづほ 苫小牧東病院 北海道

北海道 坪﨑　奈々 静明館診療所 北海道

北海道 中村　育子 名寄市立大学 北海道

北海道 成田　美枝子 緑陽会 北海道

北海道 原　奈美子 医療法人　渓仁会　手稲渓仁会病院 北海道

北海道 福士　一恵 特別養護老人ホーム暢寿園 北海道

北海道 藤川　里美 江別市立病院 北海道

北海道 藤田　智子 株式会社メディカルシステムネットワーク 北海道

北海道 前田　玲 帯広中央病院 北海道

北海道 水野　光 JCHO北海道病院 北海道

北海道 横田　早知
医療法人社団守一会　北美原クリニック

※北美原 認定栄養ケア・ステーション
北海道

北海道 渡辺　郁 勤医協札幌西区病院 北海道

青森県 江畑　年已 東通村介護老人保健施設のはなしょうぶ 青森県

青森県 蝦名　宏美 青森新都市病院 青森県

青森県 小沼　奈緒美 東北町役場　上北保健福祉センター内 青森県

青森県 本間　奈々子 公立　野辺地病院 青森県

青森県 三浦　栄子 健生病院 青森県

岩手県 阿部　華子 介護療養型老人保健施設　圭友 岩手県

岩手県 菅原　久美子 老人保健施設銀楊 岩手県

岩手県 千葉　忍 デイサービスセンター善 岩手県

岩手県 藤平　陽子 介護老人保健施設まつみ 岩手県

宮城県 伊藤　清世 医療法人社団静実会　ないとうクリニック 宮城県

宮城県 伊藤　久美子 社会医療法人康陽会　介護老人保健施設　メープル小田原 宮城県

宮城県 小岩　陽子 公立黒川病院 宮城県

宮城県 小平　千明 JCHO仙台南病院附属介護老人保健施設 宮城県

宮城県 佐藤　純子 社会福祉法人東北福祉会 宮城県

宮城県 佐藤　真由美 特別養護老人ホーム一心苑 宮城県
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宮城県 佐藤　美香 大崎市民病院　鳴子温泉分院 宮城県

宮城県 塩野崎　淳子
むらた日帰り外科手術クリニック

※医療法人豊生会　認定栄養ケア・ステーション　訪問栄養サポートセンター仙台
宮城県

宮城県 信夫　良子 公立加美病院 宮城県

宮城県 柴田　早百合 社会福祉法人静和会　特別養護老人ホームみやま荘 宮城県

宮城県 髙橋　優子 一般財団法人　片倉病院 宮城県

宮城県 高橋　佳枝 宮城県北部保健福祉事務所（宮城県大崎保健所） 

宮城県 田嶋　有里 仙台循環器病センター 宮城県

宮城県 芳賀　広子 特別養護老人ホ－ム 宮城県

宮城県 八島　由紀 医療法人社団清風会　介護老人保健施設　清風 宮城県

宮城県 和田　布由美
やまと在宅診療所登米

※やまと認定栄養ケア・ステーション
宮城県

秋田県 小野　広子 本荘保健センター 秋田県

秋田県 後藤　史子 大館市立総合病院 秋田県

秋田県 藤田　智保 北秋田市民病院 秋田県

山形県 伊藤　喜久子 サンプラザ米沢 山形県

山形県 大武　紀子 株式会社タイヨウソーレヒルズ花楯 山形県

山形県 小川　豊美
とよみ管理栄養士事務所

※認定栄養ケア・ステーション とよみ管理栄養士事務所
山形県

山形県 柿崎　明美
認定栄養ケア・ステーションDjune

※認定栄養ケア・ステーション D-june（だじゅね）
山形県

山形県 斉藤　広美
介護老人保健施設　舟形徳州苑

※認定栄養ケア・ステーション D-june（だじゅね）
山形県

山形県 佐藤　早苗 老人福祉施設　シェ・モワ 山形県

山形県 竹田　俊子  

山形県 竹田　美喜子  

山形県 本木　悦子 白鷹あゆみの園 山形県

福島県 上杉　菜美 有限会社　アサカサービスセンター 福島県

福島県 金澤　美香 公益財団法人　星総合病院附属星ヶ丘病院 福島県

福島県 菅野　千聖 特別養護老人ホーム　相馬ホーム 福島県

福島県 菊地　協子 介護老人保健施設　こぶし苑 福島県

福島県 Yuri Kinoshita 東北生活文化大学短期大学部 宮城県

福島県 真田　久美子  

福島県 田口　美智子 社会福祉法人　篤心会　エルピスやぶき 福島県

福島県 丹野　朋子 東京総合保健福祉センター江古田の森 東京都

福島県 村山　幸江 桜の聖母短期大学 福島県

福島県 矢吹　圭子 一般財団法人大原記念財団 大原綜合病院 福島県

福島県 矢吹　美和子 特別養護老人ホーム　国見の里 福島県

茨城県 飯田　悟 志村大宮病院 茨城県

茨城県 稲垣　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

茨城県 上松　玲子 介護老人保健施設そよかぜ 茨城県

茨城県 倉持　恵子 株式会社日本ヒューマンサポート　介護部 埼玉県

茨城県 栗林　めぐみ  

茨城県 古賀　奈保子 医療法人社団　いばらき会　いばらき診療所 茨城県

茨城県 櫻井　栄子
・やまぶき居宅介護支援事業所 　　・ 認定栄養ケア・ステーションやまぶき

※認定栄養ケア・ステーション やまぶき
茨城県

茨城県 椎名　もも  

茨城県 助友　真知子 公財　ときわ会　常磐病院 福島県

茨城県 高橋　幸亜 独立行政法人 地域医療機能推進機構 船橋中央病院 千葉県

茨城県 藤枝　祥子 株式会社　佐瀬トータルケアセンター 茨城県

栃木県 阿見　順子 フォレストいこい 栃木県

栃木県 伊藤　真由美 医療法人賛永会さつきホームクリニック 栃木県
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栃木県 岩本　佳代子
医療法人アスムス

※認定栄養ケア・ステーション ぱくぱく
栃木県

栃木県 潮田　直子
認定栄養ケア・ステーション　ぱくぱく

※認定栄養ケア・ステーション ぱくぱく
栃木県

栃木県 岡本　陽子 特別養護老人ホーム　かがやき 栃木県

栃木県 小林　麻希 塩谷町役場 栃木県

栃木県 清水　里子
認定栄養ケアステーションあしかがSS栄養サポートオフィス

※認定栄養ケア・ステーション あしかが SS栄養サポートオフィス
栃木県

栃木県 鈴木　ひとみ 特別養護老人ホーム　豊幸の郷石井 栃木県

栃木県 豊田　めぐみ 皆川病院 栃木県

栃木県 半田　由美 介護老人保健施設　見龍堂メディケアユニッツ 栃木県

栃木県 日向　伸江 株式会社ベネフィット・ワン 東京都

栃木県 村上　貴誉美 老人保健施設　かみつが 栃木県

栃木県 森下　利江子
栄養ケアサポート　lee.くっく

※認定栄養ケア・ステーション lee.くっく
栃木県

群馬県 五十嵐　桂子 通所介護事業所　心春デイサービスセンター 群馬県

群馬県 市川　希美 西吾妻福祉病院 群馬県

群馬県 上原　園絵 特別養護老人ホーム　シルク 群馬県

群馬県 小澤　尚子 医療法人　樹心会　角田病院 群馬県

群馬県 金井　一美  

群馬県 小松　倫子 希望館病院 群馬県

群馬県 深澤　夏代 社会福祉法人　夢　特別養護老人ホーム　ふるさと 群馬県

群馬県 福島　亜希子 北毛病院 群馬県

群馬県 三澤　桂 特別養護老人ホーム　シェステさとの花 群馬県

埼玉県 青木　絢子  

埼玉県 安達　順子 医療法人財団石心会　埼玉石心会病院 埼玉県

埼玉県 新井　くみ子 ※一般社団法人MIRAI　認定栄養ケア・ステーション　ほほえみーる

埼玉県 新井　公代
特定非営利活動法人栄養サポートみかん

※認定栄養ケア・ステーション 特定非営利活動法人栄養サポートみかん
埼玉県

埼玉県 荒川　すみ子  

埼玉県 飯野　友里恵 所沢第一病院 埼玉県

埼玉県 石川　香織 春日部嬉泉病院 埼玉県

埼玉県 石原　葉子 医療法人社団桐和会グループ 東京都

埼玉県 上田　初美
医療法人社団　尽徳会　県西在宅クリニック久喜駅前

※県西在宅クリニック　認定栄養ケア・ステーション
埼玉県

埼玉県 大神　智子 ※認定栄養ケア・ステーション 特定非営利活動法人栄養サポートみかん

埼玉県 大桃　友美 特別養護老人ホーム ふるさとの杜 かみのもと 埼玉県

埼玉県 改田　剛俊 介護老人保健施設すみよし 埼玉県

埼玉県 柏崎　花織 馬室たんぽぽ翔裕園 埼玉県

埼玉県 金子　綾子
熊谷生協病院

※認定栄養ケア・ステーション 特定非営利活動法人オレンジステーション
埼玉県

埼玉県 金子　初美
済生会　鴻巣病院

※認定栄養ケア・ステーション 特定非営利活動法人栄養サポートみかん
埼玉県

埼玉県 鏑木　圭栄 コイケ薬局ﾌﾟﾗｽﾜﾝ 埼玉県

埼玉県 櫻井　原代 ※一般社団法人MIRAI　認定栄養ケア・ステーション　ほほえみーる 埼玉県

埼玉県 流石　順子 介護老人保健施設すみれの里 

埼玉県 島村　郁子 慈正会丸山記念総合病院 埼玉県

埼玉県 須長　典子 不動が丘病院 埼玉県

埼玉県 強矢　和子 秩父薬剤師会調剤センター　寺尾薬局 埼玉県

埼玉県 仙台　順子
特定非営利活動法人ぽっけとステーション

※まちかど健康相談室（ぽけっとステーション） 認定栄養ケア・ステーション
埼玉県

埼玉県 建部　千鶴  
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埼玉県 時田　美恵子 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス　東埼玉総合病院 埼玉県

埼玉県 中山　由香里 クイーンズビラ桶川 埼玉県

埼玉県 沼倉　真宝子 新座病院 埼玉県

埼玉県 野村　知恵子 国際学院埼玉短期大学 埼玉県

埼玉県 古川　香 医療法人社団東光会東所沢病院 埼玉県

埼玉県 前田　薫 霞ヶ関中央クリニック 埼玉県

埼玉県 増岡　広美 野中病院 埼玉県

埼玉県 松澤　弘美 医療法人社団協友会越谷誠和病院 埼玉県

埼玉県 村元　幸子 特別養護老人ホームさくら苑 埼玉県

埼玉県 矢島　純子  

埼玉県 やまぐちはるみ
特定非営利活動法人ぽけっとステーション

※まちかど健康相談室（ぽけっとステーション） 認定栄養ケア・ステーション
埼玉県

埼玉県 山﨑　美由紀 赤心堂病院 埼玉県

埼玉県 山本　典子 医療法人社団　青葉会　小平中央リハビリテーション病院 東京都

埼玉県 横原　夢見  

埼玉県 吉田　三知代 特別養護老人ホーム吹上苑 埼玉県

埼玉県 芳野　多香子 川口市立医療センター 埼玉県

埼玉県 和多　勝弘 介護老人保健施設みどうの杜 埼玉県

千葉県 池田　貴子 鴨川市立国保病院 千葉県

千葉県 伊藤　里衣子 四街道まごころクリニック 千葉県

千葉県 梅沢　亜由子  

千葉県 古本　美栄  

千葉県 柴田　真理子 匝瑳市介護老人保健施設そうさぬくもりの郷 千葉県

千葉県 下田　久美 いけだ病院 千葉県

千葉県 宍倉　祐子 長谷川病院 千葉県

千葉県 砂田　知恵子 医療法人社団健老会　姉崎病院 千葉県

千葉県 髙﨑　美幸
特定医療法人財団　松圓会　東葛クリニック病院

※鶴巻温泉　認定栄養ケア・ステーション
千葉県

千葉県 髙梨　さおり 千葉県こども病院 千葉県

千葉県 髙松　房枝 介護老人保健施設　純恵の郷 千葉県

千葉県 棚田　由美 介護老人保健施設リハパークきくま 千葉県

千葉県 中路　和子  

千葉県 中田　悦子 北総白井病院 千葉県

千葉県 中野　園子 ※東葛北部 認定栄養ケア・ステーション 千葉県

千葉県 中村　紀子 習志野市役所 千葉県

千葉県 野田　博晃 浦安市特別養護老人ホーム 千葉県

千葉県 彦田　貴子 学校法人野田鎌田学園杉並高等専修学校 東京都

千葉県 福田　美奈子 医療法人社団　寿光会　介護老人保健施設　エスポワール岬 千葉県

千葉県 藤城　正子 太田山クリニック 千葉県

千葉県 本田　和子 直心会　轟クリニック 千葉県

千葉県 宮崎　真由美 さくらライフ市川クリニック 千葉県

千葉県 村山　智香子 船橋市立医療センター 千葉県

千葉県 山本　美幸 ※東葛北部 認定栄養ケア・ステーション

東京都 青栁　知恵 もぐもぐクリニック 東京都

東京都 安部　陽子 特別養護老人ホーム　武蔵野館 東京都

東京都 安藤　知里 ありさ在宅クリニック松戸 千葉県

東京都 安蒜　未来  

東京都 池　妙子  

東京都 石川　靖子  

東京都 井出　裕美 阿佐谷すずき診療所 東京都

東京都 伊藤　弓子  

東京都 井上　寛子 （医）社団愛有会　さんあい介護医療院 東京都
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東京都 岩熊　麻美 初台リハビリテーション病院 東京都

東京都 上野　俊
公益社団法人東京都栄養士会

※日本在宅栄養管理学会　認定栄養ケア・ステーション
東京都

東京都 内田　祐子 パールスタイル 東京都

東京都 江﨑　理恵 医療法人社団　久遠会　介護老人保健施設 東京都

東京都 蛯原　啓子 用賀アーバンクリニック 東京都

東京都 大浦　真美  

東京都 大須賀　道子 武蔵野赤十字病院 東京都

東京都 大坪　芳美 東京リハビリテーションサービス 東京都

東京都 岡橋　ひとみ 介護老人福祉施設　扇揚苑 埼玉県

東京都 岡村　衣里子 田園調布中央病院 東京都

東京都 小口　淳美
株式会社　フォーラル

※株式会社フォーラル 認定栄養ケア・ステーション
東京都

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 垣内　早苗 大泉生協病院 

東京都 片山　芳子
介護老人保健施設グリーンボイス

※健康の種　 認定栄養ケア・ステーション
東京都

東京都 加藤　由圭里 青横ファーマシー薬局大井町店 東京都

東京都 蒲　祥子
ヘルシーフード株式会社

※認定栄養ケア・ステーション ヘルシーネットワークつながる
東京都

東京都 鎌滝　愛望 医療法人社団永生会　永生病院 東京都

東京都 木村　恵美子 社会福祉法人同胞互助会愛全園 東京都

東京都 工藤　正美
医療法人財団緑秀会　田無病院

※田無病院　認定栄養ケア・ステーション
東京都

東京都 久保　加奈子 一橋病院 東京都

東京都 黒田　由紀 特別養護老人ホーム山吹の里 東京都

東京都 小浦　梓
社会福祉法人愛寿会

※認定栄養ケア・ステーション 特別養護老人ホーム 紫磨園
東京都

東京都 許斐　恵子 小松川病院 東京都

東京都 小山　祐美子
（株）フォーラル

※株式会社フォーラル 認定栄養ケア・ステーション
埼玉県

東京都 笹本　友里
医療法人財団　健貢会　総合東京病院

※医療法人社団創生会 町田病院 認定栄養ケア・ステーション
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 佐藤　良子  

東京都 三加　紗里
きつかわクリニック

※きつかわクリニック 認定栄養ケア・ステーション

東京都 塩澤　和子
女子栄養大学栄養クリニック

※こばやし歯科クリニック 認定栄養ケア・ステーション
東京都

東京都 柴切　敦子
こばやし薬局

※こばやし薬局 認定栄養ケア・ステーション
東京都

東京都 柴田　和利  

東京都 渋谷　裕代 特別養護老人ホーム　蔵前 東京都

東京都 所澤　和代
栄養ケアステーション和

※認定栄養ケア・ステーション 和
東京都

東京都 白石　あゆみ 所沢ロイヤル病院 埼玉県

東京都 城　克彦 東京都済生会中央病院 東京都

東京都 鈴木　順子

緑風荘病院

※緑風荘病院 認定栄養ケア・ステーション

※日本在宅栄養管理学会　認定栄養ケア・ステーション

東京都

東京都 鈴木　真由美
永生会永生病院

※永生病院 認定栄養ケア・ステーション
東京都
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東京都 清木　智恵子 特別養護老人ホーム　谷中 東京都

東京都 関口　未来
Kery栄養パーク

※新宿食支援研究会 認定栄養ケア・ステーション
東京都

東京都 高橋　きみ子 合掌苑 東京都

東京都 高橋　瑞穗  

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

東京都

東京都 田口　厚子  

東京都 田口　智紀 エクセルシオール西国分寺 東京都

東京都 田中　美江子
医療法人財団緑秀会　田無病院

※田無病院　認定栄養ケア・ステーション
東京都

東京都 冨田　美紀 特定医療法人社団　愛有会　三愛病院 東京都

東京都 中元　優花 一般財団法人天誠会　武蔵境病院 東京都

東京都 西村　一弘

駒沢女子大学

※緑風荘病院 認定栄養ケア・ステーション

※日本在宅栄養管理学会　認定栄養ケア・ステーション

東京都

東京都 丹羽　隆江 ふれあいの里　栄養課 東京都

東京都 服部　美喜子
医療法人社団ＴＫＧ会小日向台町歯科医院

※TKG小日向台町歯科 認定栄養ケア・ステーション
東京都

東京都 早川　恵
NPO法人ぽけっとステーション

※まちかど健康相談室（ぽけっとステーション） 認定栄養ケア・ステーション
埼玉県

東京都 藤倉　千紗  

東京都 藤田　かほる 国立病院機構神奈川病院 神奈川県

東京都 藤原　記代子 社会福祉法人三徳会品川区立平塚橋特別養護老人ホーム 東京都

東京都 藤原　恵子

介護老人保健施設　グリーン・ボイス

※緑風荘病院 認定栄養ケア・ステーション

※日本在宅栄養管理学会　認定栄養ケア・ステーション

東京都

東京都 藤原　裕子 株式会社フロムイースト　思い出ケア 東京都

東京都 二村　絵美 所属していません。 

東京都 古川　聖子 医療法人社団　療心会 東京都

東京都 古田　嘉寿枝 清瀬博済堂クリニック 東京都

東京都 堀江　晃子 医療法人社団温光会　内藤病院 東京都

東京都 堀口　栄子 社会福祉法人　みその福祉会　ケアタウン成増 東京都

東京都 松本　直子
上平井クリーン薬局

※認定栄養ケア・ステーション 上平井クリーン薬局
東京都

東京都 間宮　智子 ※中央薬局 認定栄養ケア・ステーション

東京都 三国　祐子 青梅すえひろ苑 東京都

東京都 三宅　史与 さいたま北部医療センター 埼玉県

東京都 宮本　由紀子 医療法人財団暁　あきる台病院 東京都

東京都 麥田　圭子 さんじゅ久我山 東京都

東京都 望月　貴子 医療法人財団明理会　鶴川サナトリウム病院 東京都

東京都 本川　佳子
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所

※東京都健康長寿医療センター　認定栄養ケア・ステーション
東京都

東京都 本橋　麻子

医療法人社団 梟杜会 西田医院

※認定栄養ケア・ステーション 和

※医療法人社団梟杜会 西田医院 認定栄養ケア・ステーション

東京都

東京都 矢治　早加
医療法人社団明正会

※（医）明生会 認定栄養ケア・ステーション
東京都

東京都 安田　淑子
Ｋ-ＷＯＲＫＥＲ認定栄養ケア・ステーション

※K-WORKER 認定栄養ケア・ステーション
東京都

東京都 柳沢　恵未 東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック 東京都
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東京都 山川　美雪
社会医療法人　河北医療財団　あいクリニック

※河北医療財団ASN（あいセーフティーネット）認定栄養ケア・ステーション
東京都

東京都 山口　仁美 藤沢湘南台病院 神奈川県

東京都 横田　きよ子 台東区社会福祉事業団　特別養護老人ホーム三ノ輪 東京都

東京都 吉田　美代子
（医社）龍岡会　龍岡栄養けあぴっと/大森内科医院

※龍岡栄養けあぴっと 認定栄養ケア・ステーション
東京都

東京都 米山　久美子
認定栄養ケア・ステーションeatcoco

※認定栄養ケア・ステーション eatcoco
東京都

神奈川県 青木　恭子 介護老人福祉施設　逗子清寿苑 神奈川県

神奈川県 赤池　起子 医療法人社団讃光会　田園都市溝の口つづじ内科クリニック 神奈川県

神奈川県 阿保　実穂 クオール　株式会社 神奈川県

神奈川県 雨宮　英子 湘南おおふな居宅介護支援事業所 神奈川県

神奈川県 石井　洋子 ＪＡ神奈川県厚生連　伊勢原協同病院 神奈川県

神奈川県 石田　幸枝 大和市保健福祉センター 神奈川県

神奈川県 出原　泉 森山リハビリテーションクリニック 東京都

神奈川県 磯﨑　裕子
特別養護老人ホーム今川の郷

※横浜市青葉区医師会 認定栄養ケア・ステーション
神奈川県

神奈川県 井上　久仁子 哺育会　横浜相原病院 神奈川県

神奈川県 井堀　園美 川崎市役所 神奈川県

神奈川県 渦元　唯

医療法人社団ユニメディコ

※認定栄養ケア・ステーション 世田谷

※認定栄養ケア・ステーション 横浜青葉

神奈川県

神奈川県 内　有理子 なでしこの里リハビリひらつか 神奈川県

神奈川県 宇野　明子 特別養護老人ホーム　きくの郷 神奈川県

神奈川県 加地　香 介護老人保健施設　青葉の郷 神奈川県

神奈川県 上池　美勢子 ※横浜市金沢区栄養ケア・ステーション（認定栄養ケア・ステーション）

神奈川県 苅部　康子 リハパーク舞岡 神奈川県

神奈川県 川﨑　志穂 独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院 神奈川県

神奈川県 神田　幸子 社会福祉法人竹清会 東京都

神奈川県 木島　康 社会福祉法人秀峰会　特別養護老人ホーム高津 山桜の森 神奈川県

神奈川県 北脇　早苗 特別養護老人ホーム　恒春の丘 神奈川県

神奈川県 鬼頭　千佳子 医療法人社団　司命堂会　介護老人保健施設　希望の森 

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 栗田　美穂 横浜療育医療センター 神奈川県

神奈川県 後藤　朋子
株式会社マエカワケアサービス

※認定栄養ケア・ステーション　悠
神奈川県

神奈川県 坂野　文代 介護老人保健施設のどか 神奈川県

神奈川県 佐々木　美穂
横浜旭中央総合病院

※IMSグループ 横浜旭中央総合病院 認定栄養ケア・ステーション
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

※認定栄養ケア・ステーション 横浜南部

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 塩瀬　和美
興寿苑

※横浜市金沢区栄養ケア・ステーション（認定栄養ケア・ステーション）
神奈川県

神奈川県 清水　陽平 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾗｲｱﾝｽ　海老名ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ 神奈川県

神奈川県 髙田　千春
社会福祉法人　日本医療伝道会　総合病院　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 高橋　くるみ イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院 神奈川県

神奈川県 髙橋　はるな 綱島東口内科・糖尿病内科クリニック 神奈川県

神奈川県 高見　美智子 斉藤内科医院 
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神奈川県 武内　恵美 特別養護老人ホーム　梅の木ホーム 神奈川県

神奈川県 竹内　由希子 相武台病院 神奈川県

神奈川県 武田　紗希 済生会東神奈川リハビリテーション病院 神奈川県

神奈川県 田中　弥生

関東学院大学

※横浜市青葉区医師会 認定栄養ケア・ステーション

※認定栄養ケア・ステーション BALENA

※横浜市金沢区栄養ケア・ステーション（認定栄養ケア・ステーション）

神奈川県

神奈川県 田邊　弘子 松葉医院 神奈川県

神奈川県 土屋　孝子 箱根リハビリテーション病院 神奈川県

神奈川県 寺越　大空 介護老人保健施設レストア横浜 神奈川県

神奈川県 長岡　香代子  

神奈川県 中野　久美子 ※タカノ薬局鎌倉 認定栄養ケア・ステーション 神奈川県

神奈川県 長浜　朋子 たちばな台病院 神奈川県

神奈川県 西田　菊美 医療法人社団哺育会桜ヶ丘中央病院 神奈川県

神奈川県 根本　文子 ㈱　ツクイ 東京都

神奈川県 橋本　美保 介護老人保健施設　ナーシングプラザ港北 神奈川県

神奈川県 花本　美奈子
認定栄養ケア・ステーションＬＩＮＫ

※認定栄養ケア・ステーション LINK
神奈川県

神奈川県 春口　佳美 相武台病院 神奈川県

神奈川県 福田　順子 医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院 神奈川県

神奈川県 細山田　洋子 関東学院大学 神奈川県

神奈川県 本多　洋子 丹羽病院 神奈川県

神奈川県 前東　めぐみ  

神奈川県 増田　真希子 社会福祉法人敬心会　栗原ホーム 神奈川県

神奈川県 松下　由佳子 薬樹㈱ 東京都

神奈川県 水野　優子 栄養サポートオレンジよこはま 神奈川県

神奈川県 南　加奈子
たちばなクリニック

※横浜市青葉区医師会 認定栄養ケア・ステーション
神奈川県

神奈川県 宮司　智子
南大和病院

※南大和 認定栄養ケア・ステーション
神奈川県

神奈川県 向井　洋子
特別養護老人ホーム シャローム

※認定栄養ケア・ステーション　シャローム
神奈川県

神奈川県 村田　美佐子 株式会社進興メディカルサポート 東京都

神奈川県 森谷　玲子
桜ヶ丘中央病院

※桜ヶ丘 認定栄養ケア・ステーション
神奈川県

神奈川県 山本　良 さいわい鶴見病院 神奈川県

神奈川県 米村　智美 医療法人広栄会　厚木循環器・内科クリニック　在宅診療部　あつじゅん在宅 神奈川県

神奈川県 若山　すみえ 社会福祉法人　惠和 神奈川県

神奈川県 渡辺　敦子
社会福祉法人龍岡会　青葉ヒルズ

※横浜市青葉区医師会 認定栄養ケア・ステーション
神奈川県

神奈川県 渡辺　典子
介護老人保健施設　横浜あおばの里

※横浜市青葉区医師会 認定栄養ケア・ステーション
神奈川県

神奈川県 渡部　弥生
認定栄養ケア・ステーション横須賀・三浦

※認定栄養ケア・ステーション 世田谷
神奈川県

新潟県 小幡　郁子 特別養護老人ホーム美雪園 新潟県

新潟県 川村　美和子  

新潟県 小山　幸代 特別養護老人ホーム白寿荘西 新潟県

新潟県 齋藤　香代子  

新潟県 曽我　彩 医療法人恒仁会 新潟南病院 新潟県

新潟県 千原　薫 特別養護老人ホーム　あかね園 新潟県

新潟県 山田　祥子 株式会社ツクイ 新潟新津営業所 新潟県

富山県 織田　英子 松本医院 富山県
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富山県 川崎　伊紀子 特別養護老人ホーム　鳳鳴苑 富山県

富山県 神田　美佐子 特別養護老人ホーム　射水万葉苑 富山県

富山県 坂井　亜紀
介護老人保健施設　みどり苑

※五省会みどり苑 認定栄養ケア・ステーション
富山県

富山県 白石　真理 特別養護老人ホーム　ささづ苑 富山県

富山県 高岡　早苗 老人居宅介護支援センターくれは苑 富山県

富山県 田辺　植恵 富山西総合病院 富山県

富山県 種岡　典子 希望のひかり 富山県

富山県 地田　良子 魚津病院 富山県

富山県 中曽根　るみ 社会福祉法人射水市社会福祉協議会射水市大島在宅介護支援センター 富山県

富山県 野口　久子 特別養護老人ホームささづ苑かすが 富山県

富山県 能澤　由香 特別養護老人ホーム　ふしき苑 富山県

富山県 古市　香菜 桜井病院 富山県

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 富山県

富山県 横山　和美 やまだホームケアクリニック 富山県

石川県 上田　広美 学校法人石川県調理師専門学校 石川県

石川県 奥村　加奈美 彦三　きらく園 石川県

石川県 加藤　寿子 小川医院 石川県

石川県 金谷　陽子  

石川県 北山　絵美 洋和会　池田病院 石川県

石川県 重吉　幸代 社会福祉法人　松寿園 石川県

石川県 手塚　波子 大野内科医院 石川県

石川県 松岡　和子 田谷泌尿器科医院 石川県

石川県 宮川　節子  

石川県 山原　和子 公立河北中央病院 石川県

福井県 兼井　雅衣 光陽生協病院 福井県

福井県 山田　友香 独立行政法人地域医療機能推進機構　福井勝山総合病院 福井県

山梨県 飯島　令子 医療法人峡南会　峡南病院 山梨県

山梨県 柿島　穂津美 特別養護老人ホーム  しもべ荘 山梨県

山梨県 平川　望美  

山梨県 村松　郁
医療法人　銀門会　甲州リハビリテーション病院

※医療法人銀門会甲州リハビリテーション病院　認定栄養ケア・ステーション
山梨県

山梨県 若狭　綾子  

長野県 市川　眞由美 医療法人社団敬仁会桔梗ヶ原病院 長野県

長野県 織田　優希 長野県木曽介護老人保健施設 長野県

長野県 北原　まき子 駒ヶ根悠生寮 長野県

長野県 小岩井　雪子  

長野県 櫻井　浩恵 社会福祉法人　恵仁福祉協会　アザレアンさなだ 長野県

長野県 鈴木　隆和 四季彩デリバリー 長野県

長野県 髙見澤　香代子 特養のべやま 長野県

長野県 中島　裕子 諏訪中央病院 長野県

長野県 西村　梓 岡谷市民病院 長野県

長野県 深川　慎美 新生病院 長野県

長野県 松木　裕子 宮坂医院 長野県

長野県 丸山　由紀子 こころの医療センター駒ヶ根 長野県

長野県 鷲見　尚子 長野県厚生連佐久総合病院 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

※認定栄養ケア・ステーション　しょくらっく
岐阜県

岐阜県 宇野　理恵 多治見市教育委員会事務局 岐阜県

岐阜県 小栗　雅子
中京学院大学中京短期大学部健康栄養学科

※中京学院大学 認定栄養ケア・ステーション
岐阜県

岐阜県 柴田　泉 医）古川病院 岐阜県
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岐阜県 柘植　菜花  

岐阜県 外山　明美 アメノメソッド株式会社 岐阜県

岐阜県 長谷川　香絵 大垣在宅クリニック 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

※認定栄養ケア・ステーション　しょくらっく
岐阜県

岐阜県 山本　希美重 岐阜赤十字病院 岐阜県

岐阜県 渡辺　真実子  

静岡県 遠藤　凌介 特別養護老人ホームこもれび 静岡県

静岡県 小川　保人 伊東市役所 静岡県

静岡県 倉田　衣津子 湖山リハビリテーション病院 静岡県

静岡県 桒原　理江
認定栄養ケア・ステーションちょぼ

※認定栄養ケア・ステーション ちょぼ
静岡県

静岡県 後藤　美穂 佐鳴湖病院 静岡県

静岡県 塩谷　祐実 富士市役所　健康政策課 静岡県

静岡県 須長　ますみ （医社）宏和会岡村記念病院 静岡県

静岡県 竹内　奈津子 菊川市立総合病院 静岡県

静岡県 田中　真帆 桜ヶ丘病院 静岡県

静岡県 堀川　浩子  

静岡県 堀本　のぞみ （医）愛康会　介護老人保健施設タカネ園 静岡県

静岡県 堀　由香  

静岡県 森島絢子 和合せいれいの里 静岡県

愛知県 淺井　志歩 藤田保健衛生大学病院 愛知県

愛知県 安藤　満里 医療法人あいち診療会　あいち診療所野並 愛知県

愛知県 伊藤　和美 医療法人永仁会佐藤病院 愛知県

愛知県 井上　啓子 至学館大学 愛知県

愛知県 岩間　克氏 名豊病院 愛知県

愛知県 宇野　千晴 名古屋大学 愛知県

愛知県 太田　真実子
医療法人　財団善常会

※認定栄養ケア・ステーションCommunity LIFE NAGOYA
愛知県

愛知県 小川　隼人 総合上飯田第一病院 愛知県

愛知県 奥田　紀子 藤田医科大学病院 愛知県

愛知県 奥村　圭子

長野県立大学大学院

※認定栄養ケア・ステーション　地域ケアステーション　はらぺこスパイス

※認定栄養ケア・ステーション もーやっこ

※やまびこ 認定栄養ケア・ステーション

※認定栄養ケア・ステーション 太田歯科医院

長野県

愛知県 加藤　静香 樹クリニック 愛知県

愛知県 神谷　聡美  

愛知県 木原　八千代
岡崎東病院

※認定栄養ケア・ステーション 虹
愛知県

愛知県 熊谷　琴美 愛知学院大学 愛知県

愛知県 髙本　純平 藤田医科大学病院 愛知県

愛知県 小牧　弘江 医療法人　財団善常会 愛知県

愛知県 下村　まゆみ 長嶋内科 愛知県

愛知県 田中　綾 特別養護老人ホーム　御桜乃里 愛知県

愛知県 田中　直子 社会福祉法人美濃陶生苑 岐阜県

愛知県 田中　春恵  

愛知県 田中　理恵  

愛知県 田村　美由紀 公益財団法人　豊田地域医療センター 愛知県

愛知県 馬場　正美
武庫川女子大学

※認定栄養ケア・ステーションCommunity LIFE NAGOYA
兵庫県

愛知県 林　清美 特別養護老人ホーム　たじみ陶生苑 岐阜県
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愛知県 針尾　美菜子  

愛知県 平尾　幸美  

愛知県 藤島　詩野  

愛知県 藤城　真知子 特別養護老人ホーム　永生苑 豊橋 愛知県

愛知県 三田村　恵美子  

愛知県 宮島　佳子 やまね病院 愛知県

愛知県 森　茂雄 ＪＡ愛知厚生連　豊田厚生病院 愛知県

愛知県 山谷　恵 こもれびの里・高浜 愛知県

愛知県 山本　容子 たいや内科クリニック 愛知県

三重県 篠原　枝里子  

三重県 千歳　泰子 ※認定栄養ケア・ステーション みえ中勢

三重県 髙田　組美子 名張特別養護老人ホーム 三重県

三重県 谷中　由美 医療法人桜木記念病院 三重県

三重県 玉田　夏美 虹の丘グループホーム 三重県

三重県 辻　智子  

三重県 松井　順子  

三重県 溝口　由佳 株式会社  メディカルリンク 三重県

三重県 森　創太郎 医療法人医王寺会　いおうじ応急クリニック 三重県

三重県 山路　優香 医療法人　あんず会 三重県

滋賀県 髙阪　玲江  

滋賀県 清水　満里子  

滋賀県 竹尾　圭子
滋賀県立総合病院

※認定栄養ケア・ステーション　鈴鹿
滋賀県

滋賀県 中井　美加 公立甲賀病院 滋賀県

京都府 石渕　美江  

京都府 井戸　由美子 京都女子大学 京都府

京都府 大倉　節子
京都訪問栄養士ネット

※認定栄養ケア・ステーション 京都訪問栄養士ネット
京都府

京都府 小谷　典子 丹後大宮福祉会特別養護老人ホームおおみや苑 京都府

京都府 島田　淳子

株式会社アン・サンテ

※認定栄養ケア・ステーション アン・サンテ

※認定栄養ケア・ステーション 暖団

京都府

京都府 島田　天心
株式会社はーと＆はあとライフサポート

※認定栄養ケア・ステーション はーと＆はあと
京都府

京都府 砂川　彩子 （福）京都福祉サービス協会 京都府

京都府 武市　祐樹 社会福祉法人宇治病院 京都府

京都府 田中　陽子 社会福祉法人同和園 京都府

京都府 寺矢　真理子 特別養護老人ホーム天ヶ瀬苑 京都府

京都府 床井　多恵 介護老人保健施設茶山のさと 京都府

京都府 平田　由美 特別養護老人ホーム天神の杜 京都府

京都府 福井　紀子  

京都府 前田　佳予子 武庫川女子大学 兵庫県

京都府 松木　さなえ 渡辺西賀茂診療所 京都府

京都府 松下　和代 琵琶湖大橋病院 滋賀県

大阪府 畦西　克己 摂南大学 大阪府

大阪府 井関　由美子
あさくら内科クリニック

※一般社団法人栄養ケアチーム豊能 認定栄養ケア・ステーション
兵庫県

大阪府 上野　みどり
（株）なの花西日本

※一般社団法人栄養ケアチーム豊能 認定栄養ケア・ステーション
大阪府

大阪府 占部　知穂 医療法人芳恵会　三好病院 兵庫県

大阪府 岡本　里紗
枚岡病院

※一般社団法人食べるサポート 認定栄養ケア・ステーション
大阪府
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勤務先

都道府県名

大阪府 沖本　恵利子 医療法人社団はせがわ内科 兵庫県

大阪府 奥田　早苗 一祐会　藤本病院 大阪府

大阪府 小田　友里 おかもと訪問介護ステーション 大阪府

大阪府 音羽　啓司 社会医療法人健生会　土庫病院 奈良県

大阪府 加賀　双葉  

大阪府 桐本　桂子 医療法人嘉健会　思温病院 大阪府

大阪府 杉村　亜希子
はみんぐ南河内

※認定栄養ケア・ステーションからふる
大阪府

大阪府 杉本　千尋 西田薬局 大阪府

大阪府 田井　知絵 介護老人保健施設グリーンライフ 大阪府

大阪府 田貝　泉 南港病院 大阪府

大阪府 高岡　香織 うらたクリニック 大阪府

大阪府 田中　春日

訪問介護　やさしい手　大阪イースト

※認定栄養ケア・ステーション「スープトニク」神崎川駅前店

※認定栄養ケア・ステーション「スープトニク」消防署前店

大阪府

大阪府 田中　光美 東朋病院 大阪府

大阪府 時岡　奈穂子
特定非営利活動法人はみんぐ南河内

※認定栄養ケア・ステーションからふる
大阪府

大阪府 豊川　美代子 北摂総合病院 大阪府

大阪府 鳥越　未穂子 オオサカ薬局 大阪府

大阪府 中川　直子 なにわ病院 大阪府

大阪府 中嶋　佐知子
NPO法人ななクラブ

※ななクラブ 認定栄養ケア・ステーション
大阪府

大阪府 中山　澄加 大森クリニック 大阪府

大阪府 野草　礼子 ※一般社団法人食べるサポート 認定栄養ケア・ステーション

大阪府 松下　智恵 大阪市立介護老人保健施設　おとしよりすこやかセンター　北部館 大阪府

大阪府 松田　あすみ
（一社）食べるサポート

※一般社団法人食べるサポート 認定栄養ケア・ステーション
大阪府

大阪府 松本　福子
NPO法人　はみんぐ南河内

※認定栄養ケア・ステーションからふる
大阪府

大阪府 水島　美保
認定栄養ケア・ステーション在宅栄養もぐもぐ大阪

※認定栄養ケア・ステーション　在宅栄養もぐもぐ大阪
大阪府

大阪府 宮田　紘世 近畿大学医学部附属病院 大阪府

大阪府 村田　味菜子 小川病院 大阪府

大阪府 山中　小夜子 軽費老人ホーム　延命荘 大阪府

大阪府 山本　久子 ささきクリニック 大阪府

大阪府 吉田　美香 小阪産病院 大阪府

大阪府 和田　幸恵 関西労災病院 兵庫県

大阪府 和中　真弓 医療法人 三軒医院 大阪府

兵庫県 東　泰子 あずま栄養士事務所 兵庫県

兵庫県 厚美　美枝 特別養護老人ホーム緑風館 兵庫県

兵庫県 石井　友賀 社会医療法人　三栄会　ツカザキ病院 兵庫県

兵庫県 犬尾　加奈
社会医療法人　甲友会　西宮協立認定栄養ケア・ステーション

※社会医療法人甲友会 西宮協立 認定栄養ケア・ステーション
兵庫県

兵庫県 井上　利子 社会福祉法人仁寿福祉会　特別養護老人ホーム　星陽　 兵庫県

兵庫県 今井　香織 医療法人社団青山会　復井診療所 兵庫県

兵庫県 上野　樹世  

兵庫県 上ノ町　かおり 独立行政法人　国立病院機構　兵庫あおの病院 兵庫県

兵庫県 大坪　佳実 医療法人社団　池垣クリニック 兵庫県

兵庫県 岡本　朋子 医療法人社団正峰会　 兵庫県

兵庫県 岡本　依子 公立八鹿病院 兵庫県

兵庫県 奥東　紗也加 適寿リハビリテーション病院 兵庫県
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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

兵庫県 小田　恵子 市立　伊丹病院 兵庫県

兵庫県 片岡　文乃 武庫川女子大学       兵庫県

兵庫県 桂　尚子  

兵庫県 加藤　亜希 介護老人保健施設　オパール 兵庫県

兵庫県 河内　清美  

兵庫県 川脇　恵 兵庫県立尼崎総合医療センター 兵庫県

兵庫県 岸本　延子 医療法人社団菫会　北須磨病院 兵庫県

兵庫県 北村　知子 医療法人社団栄徳会加古川磯病院 兵庫県

兵庫県 小島　真恵 明石市役所 兵庫県

兵庫県 佐々木　由美 田中病院 兵庫県

兵庫県 島田　奈美子 ベリタス病院 兵庫県

兵庫県 杉本　明子 社会福祉法人ゆめさき会　障害者支援施設　ゆめさきの家 兵庫県

兵庫県 瀬尾　早百合 赤穂市民病院 兵庫県

兵庫県 髙橋　由希子 社会福祉法人のぞみ 兵庫県

兵庫県 戸次　由実子 真星病院 兵庫県

兵庫県 鳥井　玲子 特別養護老人ホーム　やわらぎの里　西多田 兵庫県

兵庫県 中森　良子 済生会兵庫県病院 兵庫県

兵庫県 信木　由紀子 兵庫県立がんセンター 兵庫県

兵庫県 濱本　牧子 ベネフィット・ワン 東京都

兵庫県 久永　文 神戸労災病院 兵庫県

兵庫県 福井　敬子 太子町生活福祉部さわやか健康課 兵庫県

兵庫県 藤井　伊都子  

兵庫県 馬目　由美子 北摂中央病院 兵庫県

兵庫県 三村　朋美  

兵庫県 山本　知恵美 姫路聖マリア病院 兵庫県

兵庫県 若畑　ふみ 公立神崎総合病院 兵庫県

奈良県 井坂　美甫 特別養護老人ホーム　あいの里　竜間 大阪府

奈良県 兼重　和子  

奈良県 小林　広明 医療法人新生会　高の原中央病院 奈良県

奈良県 澤井　実希 五條病院 奈良県

奈良県 杉本　共美
（老健）リンク橿原

※認定栄養ケア・ステーション 地域栄養ケアセンター とよだ
奈良県

奈良県 隅　淳子 ※認定栄養ケア・ステーション 地域栄養ケアセンター とよだ

奈良県 孝橋　志麻 特別養護老人ホームこがねの里 奈良県

奈良県 豊田　綾子
地域栄養ケアセンター　とよだ

※認定栄養ケア・ステーション 地域栄養ケアセンター とよだ
奈良県

奈良県 藤村　真依
在宅支援いむらクリニック

※認定栄養ケア・ステーション いーと 奈良
奈良県

奈良県 森山　廣江  

和歌山県 伊藤　智子 ※認定栄養ケア・ステーション わかやま栄養ケア・ステーション すみれ 大阪府

鳥取県 足立　由里佳 介護老人保健施設　はまかぜ 鳥取県

鳥取県 磯部　紀子  

鳥取県 佐藤　一美 真誠会セントラルクリニック 鳥取県

鳥取県 長谷川　里絵 医療法人　育成会　高島病院 鳥取県

鳥取県 長谷川　恵梨 いなば幸朋苑 鳥取県

鳥取県 福本　紘子
有限会社　徳吉薬局　日赤前

※認定栄養ケア・ステーション　とくよし
鳥取県

鳥取県 本多　千鶴 社会医療法人同愛会　博愛病院 鳥取県

鳥取県 山田　恭子 清水病院 鳥取県

鳥取県 横尾　由佳子 社会福祉法人あすなろ会　河原あすなろ 鳥取県

島根県 安食　祥子 出雲市民リハビリテーション病院 島根県

島根県 安達　ゆかり 松江生協病院 島根県
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氏名
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都道府県名

島根県 入江　明美  

島根県 大野　美穂 社会医療法人仁寿会加藤病院 島根県

島根県 金本　由紀子 医療法人　すぎうら医院 島根県

島根県 永戸 ゆうこ 益田地域医療センタｰ医師会病院 島根県

島根県 中村　邦宏 加藤病院 島根県

島根県 福島　伸子 松江栄養調理製菓専門学校 島根県

島根県 藤江　裕子 出雲市民病院 島根県

島根県 馬庭　章子 医療法人医純会　すぎうら医院 島根県

島根県 遊木　真由美 介護老人保健施設ケアセンターかんど 島根県

島根県 吉部　希子 益田地域医療センタｰ医師会病院 島根県

岡山県 小林　佳織 医療法人　佐藤医院 岡山県

岡山県 佐藤　幸枝 岡山学院大学 岡山県

岡山県 砂田　眞紀
一般財団法人共愛会　芳野病院

※認定栄養ケア・ステーション ばらんす
岡山県

岡山県 髙塚　千代 特別養護老人ホーム　あじさいのおか牛窓 岡山県

岡山県 武田　陽子 渡辺病院 岡山県

岡山県 土井　美恵子 医療法人洗心会　宮島医院 岡山県

岡山県 長畑　雄大 医療法人つばさクリニック岡山 岡山県

岡山県 新田　和子  

岡山県 松本　英子 医療法人吉備会　中谷外科病院 岡山県

岡山県 向原　民佳 医療法人尚和会　のぞみクリニック 岡山県

岡山県 守屋　敦子 つばさクリニック 岡山県

岡山県 渡邉　和子 くらしき作陽大学 岡山県

広島県 礒道　恵美 特別養護老人ホーム温養院 広島県

広島県 角　昌子 公立みつぎ総合病院 広島県

広島県 楠本　明美 広島県東部保健所福山支所 広島県

広島県 小柳　賀寿恵
T＆Tタウンファーマ㈱

※タウン薬局曙店 認定栄養ケア・ステーション
広島県

広島県 高杉　裕子  

広島県 髙本　奈央 ㈱ツルハグループドラッグアンドファーマシー西日本 広島県

広島県 田口　誠子  

広島県 田坂　敦子 因島総合病院 広島県

広島県 谷原　伸枝 特別養護老人ホーム　御薗寮 広島県

広島県 田村　博子 エバーグリーンホーム 広島県

広島県 長　久美 興生総合病院 広島県

広島県 永野　美帆 医療法人社団二山会　宗近病院　 広島県

広島県 中原　奈津枝 熊野町役場 広島県

広島県 中山　由理 安佐北保健センター 広島県

広島県 溝上　由香梨 ひのでクリニック 広島県

広島県 森下　美地 須波宗済会病院 広島県

山口県 川田　知子 岩国市医療センター医師会病院 山口県

山口県 水津　久美子 山口県立大学 山口県

山口県 杉山　正枝 山口県厚生農業協同組合連合会　小郡第一総合病院 山口県

山口県 田辺　のぶか 宇部フロンティア大学短期大学部 山口県

山口県 徳原　里衣 周南リハビリテーション病院 山口県

山口県 鳥飼　浩子 防府市立とのみ保育所 山口県

山口県 藤井　美由紀 障害者支援施設　高嶺園 山口県

山口県 松宮　志真 特別養護老人ホームアイユウの苑 山口県

山口県 村川　里佳 山口県済生会豊浦病院 山口県

徳島県 小川　美智恵  

徳島県 古田　結花 地方独立行政法人　徳島県鳴門病院 徳島県
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※ 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

徳島県 山本　若菜
株式会社　グローバルアシスト

※グローバル・アシスト 認定栄養ケア・ステーション
徳島県

香川県 内田　真由美 介護老人保健施設悠々荘 香川県

香川県 島　裕子 まるがめ医療センター 香川県

香川県 友岡　俊子 田村クリニック 香川県

香川県 萩　富美子 特別養護老人ホーム　マリアの園 香川県

香川県 二川　智英美 川人外科内科 香川県

香川県 森　真由美 医療法人社団　有隣会　溝渕クリニック 香川県

香川県 山本　梨沙 医療法人社団たけお会　岩佐病院 香川県

愛媛県 筬島　優子 八幡浜市保健福祉総合センター 愛媛県

愛媛県 中村　由美 株式会社ヘルシープラネット 愛媛県

愛媛県 元家　玲子 社会福祉法人三恵会 介護老人保健施設 希望の館 愛媛県

愛媛県 森木　陽子 養護老人ホーム　江南荘 愛媛県

高知県 黒石　美由紀 医療法人聖真会　渭南病院 高知県

高知県 山本　嘉保 老人保健施設　優 高知県

高知県 和田　房子 久病院 高知県

福岡県 荒井　典子 古賀市保健福祉総合センター 福岡県

福岡県 今村　佳代 広川病院 福岡県

福岡県 岩永　千津 （医）社団昭友会 福岡県

福岡県 宇都宮　裕子 （医）徳隣会　つつみクリニック福岡 福岡県

福岡県 浦﨑　博美 （公財）健和会　健和会京町病院 福岡県

福岡県 大石　さわら 特別養護老人ホーム　太陽の郷 福岡県

福岡県 岡田　圭子
株式会社サンキュードラッグ

※認定栄養ケア・ステーション SMB未来
福岡県

福岡県 椛田　冴美 株式会社サンキュードラッグ 福岡県

福岡県 木村　由香 （医）ふらて会　西野病院 福岡県

福岡県 小谷川　彩  

福岡県 齋藤　佐知子 （医）文佑会　原病院 福岡県

福岡県 堺　万紀子 篠栗町役場 福岡県

福岡県 酒井　陽子 （医）健正会　菊池内科医院前原 福岡県

福岡県 坂田　郁子 西南女学院大学 福岡県

福岡県 澤﨑　香織 （医）原三信病院　香椎原病院 福岡県

福岡県 嶋田　裕美 株式会社ノルディー 福岡県

福岡県 末次　那実香  

福岡県 壽﨑　明日香 山口内科医院 福岡県

福岡県 竹下　亜矢  

福岡県 豊嶋　舞 （一社）遠賀中間医師会　おかがき病院 福岡県

福岡県 手島　幹子 古賀市保健福祉総合センター 福岡県

福岡県 手島　八千代 特別養護老人ホーム　多田の里 福岡県

福岡県 楢木　文子 有限会社真心　小規模多機能型居宅介護　五条 福岡県

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 野中　文恵 （医）みらい　今立内科クリニック 福岡県

福岡県 濱崎　かおり （医）八女発心会　姫野病院 福岡県

福岡県 原口　明子 小郡市総合保健福祉センターあすてらす 福岡県

福岡県 池本　好美 （医）若葉会　九州鉄道記念病院 福岡県

福岡県 古田　優紀 （医）正弘会　南折立病院 福岡県

福岡県 前田　裕子  

福岡県 松尾　崇子  

福岡県 松本　ちさえ （医）貝塚病院 福岡県

福岡県 安武　博子 （地独）くらて病院 福岡県

福岡県 栁　町子 老人保健施設　城山荘 福岡県
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福岡県 山下　典子  

福岡県 横山　美吏 （社福）天寿会（特養）梅光園 福岡県

福岡県 吉田　弘子 中村学園大学短期大学部 福岡県

福岡県 米永　基子 （医）恵愛会　福間病院 福岡県

佐賀県 入部　瑠夏 医療法人 ひらまつ病院 ひらまつクリニック 佐賀県

佐賀県 枝川　遥香 伊万里有田共立病院 佐賀県

佐賀県 田中　千恵子 横尾クリニック 佐賀県

佐賀県 冨永　ゆかり
認定ケア・ステーション　テンジン

※認定栄養ケア・ステーション テンジン
佐賀県

佐賀県 松永　久美子  

長崎県 梶原　佳代子 まき歯科 長崎県

長崎県 園田　由美子 介護老人保健施設ハーモニーガーデン 長崎県

長崎県 塚本　ゆみ子 特別養護老人ホーム白寿荘 長崎県

長崎県 藤　希望 活水女子大学 長崎県

長崎県 堂下　真弓  

長崎県 冨工　由貴 日赤長崎原爆諫早病院 長崎県

長崎県 中ノ瀬　順子 大村市 長崎県

長崎県 西岡　絵美 長崎リハビリテーション病院 長崎県

長崎県 林　秋子 ※認定栄養ケア・ステーション 京都訪問栄養士ネット

長崎県 古川　美和 長崎市医師会医療センター診療所 長崎県

長崎県 松尾　美穂子  

長崎県 山口　浩子
長崎市医師会医療センター診療所

※みぎわ 認定栄養ケア・ステーション
長崎県

長崎県 渡邊　さつき  

熊本県 浦田　あづさ 医療法人ソレイユ　 熊本県

熊本県 佐藤　由紀  

熊本県 福島　宏美 サンライズヒル 熊本県

大分県 阿部　彰子 医療法人起愛会　宇佐病院 大分県

大分県 小野　由夏 中津市特別養護老人ホーム　やすらぎ荘 大分県

大分県 北野　ひさ枝 日出町役場 大分県

大分県 吉良　明代
社会医療法人敬和会　大分岡病院

※すばる 認定栄養ケア・ステーション
大分県

大分県 首藤　睦子  

大分県 瀨口　かおり  

大分県 徳尾　典子 介護老人保健施設　泉の里 大分県

大分県 中根　千弘 社会福祉法人みのり村　第2みのり学園 大分県

大分県 平池　妙子 社会医療法人三愛会　大分三愛メディカルセンター 大分県

大分県 廣瀬　明子 大分市医師会立アルメイダ病院 大分県

大分県 藤原　典子 大分リハビリテーション病院 大分県

大分県 宮原　栄子  医療法人起愛会　宇佐病院 大分県

大分県 若林　里織 介護老人保健施設つくみかん 大分県

宮崎県 石三　里沙 JCHO　宮崎江南病院 宮崎県

宮崎県 入佐　千保子 宮崎医療センター病院 宮崎県

宮崎県 上杉　奈穂 藤元早鈴病院 宮崎県

宮崎県 黒木　幸子 矯正小児ひまわり歯科 宮崎県

宮崎県 谷山　智恵子 小林市社会福祉協議会 宮崎県

宮崎県 本吉　佳世 宮崎江南病院 宮崎県

鹿児島県 泉　かよ むかいクリニック 鹿児島県

鹿児島県 稲森　玲菜 地域医療・福祉ステーション　ひまわり病院 鹿児島県

鹿児島県 上野　真理子  

鹿児島県 及川　朋美  

鹿児島県 柏木　有香子 医療法人明輝会　内村川上内科 鹿児島県
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鹿児島県 上川　早由里 医療法人草清会　いいだクリニック 鹿児島県

鹿児島県 進藤　智子 鹿児島純心女子短期大学 鹿児島県

鹿児島県 田畑　文子 医療法人健生会　あんびる病院 鹿児島県

鹿児島県 塘　涼子 鹿児島厚生連病院 鹿児島県

鹿児島県 西牟禮　慶子 中央保健センター 鹿児島県

鹿児島県 東　清華 公益社団法人鹿児島共済会 南風病院 鹿児島県

鹿児島県 前永　真紀 介護法人保険施設　アメニティ国分 鹿児島県

鹿児島県 吉岡　あずみ 玉水会病院 鹿児島県

鹿児島県 吉永　悦子
合同会社カドル

※認定栄養ケア・ステーション 栄養サポートきりしま
鹿児島県

沖縄県 佐久川　碧
株式会社　薬正堂

※認定栄養ケア・ステーション すこやか 野嵩店
沖縄県

沖縄県 比嘉　聡子  

沖縄県 真栄城　由美 社会医療法人友愛会　友愛医療センター 沖縄県

沖縄県 山里　瑠美 ※認定栄養ケア・ステーション いのり

沖縄県 吉田　陽子  

＊本会会員登録情報に基づき掲載

（2022年6月29日現在）

所属栄養士会、５０音順　
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