
静脈経腸栄養（TNT-D）管理栄養士
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北海道 阿部　久美子

北海道 天野　智絵 皆川病院 北海道

北海道 荒川　朋子 新札幌パウロ病院 北海道

北海道 池田　佑梨 医療法人社団　函館脳神経外科病院 北海道

北海道 池田　陽子

北海道 磯村　彩花 函館五稜郭病院 北海道

北海道 市川　真紀 医療法人社団北海道恵愛会 北海道

北海道 一島　妃東美 済生会小樽病院 北海道

北海道 稲垣　冴彩 旭川赤十字病院 北海道

北海道 今井　真紗美 医療法人ひまわり会札樽病院 北海道

北海道 小笠原　緒美 友愛記念病院 北海道

北海道 岸田　由紀 医療法人元生会森山病院 北海道

北海道 酒井　康恵

北海道 坂口　真由美 苫小牧市立病院 北海道

北海道 笹嶋　真衣 帯広厚生病院 北海道

北海道 白石　沙耶可 札幌医科大学附属病院 北海道

北海道 瀬戸　翠 医療法人（財）五紀会　室蘭太平洋病院 北海道

北海道 髙瀨　彩 札幌医科大学附属病院 北海道

北海道 田中　恭子 北海道循環器病院 北海道

北海道 角田　早紀 社会福祉法人慧誠会　芽室けいせい苑 北海道

北海道 東郷　将成 旭川大学短期大学部 北海道

北海道 長瀬　まり 旭川赤十字病院 北海道

北海道 野田　史子 医療法人翔陽会　滝川脳神経外科病院 北海道

北海道 野渡　愛里 市立函館病院 北海道

北海道 東村　加笑 市立釧路総合病院 北海道

北海道 藤田　絵里 医療法人徳洲会 北海道

北海道 前川　奈都子 旭川赤十字病院 北海道

北海道 村田　奈々 医療法人　東札幌病院 北海道

北海道 山田　智子 社会福祉法人　北海道社会事業協会　富良野病院 北海道

北海道 山手　貴子 晴生会さっぽろ病院 北海道

北海道 横山　真紀子 北斗病院 北海道

青森県 阿部　明子 あおもり協立病院 青森県

青森県 伊藤　恵美子 総合リハビリ美保野病院 青森県

青森県 蛯名　智子 三沢市立三沢病院 青森県

青森県 長内　麻里子 青森県立つくしが丘病院 青森県

青森県 嶋﨑　真樹子 弘前大学医学部附属病院 青森県

青森県 中田　有香 八戸市立市民病院 青森県

青森県 平木　裕香 青森保健生活協同組合 青森県

青森県 増村　睦子

岩手県 伊藤　美穂子 岩手県立中部病院 岩手県

岩手県 氏家　志穂

岩手県 小山　尚子 岩手県立磐井病院 岩手県

岩手県 川﨑　聖子 盛岡赤十字病院 岩手県

岩手県 川村　美紀子 盛岡医療生協 川久保病院 岩手県

岩手県 木村　久美子 岩手県立大船渡病院 岩手県

岩手県 齋藤　香菜 岩手県立中央病院 岩手県

岩手県 佐藤　侑子 岩手医科大学附属病院 岩手県

岩手県 中軽米　聡子 八角病院 岩手県

岩手県 樋ノ口　君恵 南昌病院 岩手県

宮城県 阿部　晃子 東北医科薬科大学病院 宮城県

宮城県 五十嵐　祐子 広南病院 宮城県

宮城県 石上　友季子 東北医科薬科大学若林病院 宮城県

宮城県 大石　朱李 仙台オープン病院 宮城県
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宮城県 大橋　みつほ

アグリ・ニュートリション合同会社（認定栄養ケア・ステーションあぐり）

※認定栄養ケア・ステーション　あぐり

※仙台青葉認定栄養ケア・ステーション

宮城県

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 門脇　敦子 （公財）仙台市医療センター　仙台オープン病院 宮城県

宮城県 菊地　紘美

宮城県 黒澤　和香 ダヴィンチ英智保育園 宮城県

宮城県 佐々木　達也 大崎市民病院 宮城県

宮城県 佐々木　まなみ 国立大学法人東北大学病院 宮城県

宮城県 里見　芙美 特別養護老人ホーム キングス・タウン  宮城県

宮城県 田口　雄也 東北大学病院 宮城県

宮城県 武田　みゆき 東北大学病院 宮城県

宮城県 中川　恵里 登米市医療局 宮城県

宮城県 早坂　朋恵 東北医科薬科大学病院 宮城県

宮城県 曵地　望 角田市 宮城県

宮城県 布田　美貴子 東北大学病院 宮城県

宮城県 穂山　志保 社会福祉法人創生会 福岡県

宮城県 森屋　香奈子 総合南東北病院 宮城県

宮城県 門間　千佳 医療法人社団常任会東泉堂病院 宮城県

宮城県 山岡　敬子 仙台厚生病院 宮城県

宮城県 吉田　あずさ 医療法人将道会総合南東北病院 宮城県

宮城県 若生　祥子 石巻ロイヤル病院 宮城県

宮城県 渡邊　千恵 仙石病院 宮城県

秋田県 工藤　田鶴子

秋田県 齋藤　知香 大館市立扇田病院 秋田県

秋田県 佐藤　千寿 シルバーケアセンター清遊園 秋田県

秋田県 成田　瑛里香 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

秋田県 松田　朋美 細谷病院 秋田県

秋田県 渡邉　香里 秋田大学医学部附属病院 秋田県

山形県 菅井　郁子

山形県 鈴木　壯介 鶴岡協立リハビリテーション病院 山形県

山形県 冨樫　博子 鶴岡市立荘内病院 山形県

山形県 早坂　美希 医療法人杏山会　吉川記念病院 山形県

山形県 矢口　瞳

福島県 菊地　利恵 福島赤十字病院 福島県

福島県 草野　由希 公益財団法人　磐城済世会　舞子浜病院 福島県

福島県 熊谷　理恵 舞子浜病院 福島県

福島県 小林　明子 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター付属病院 福島県

福島県 紺野　広美 大原綜合病院 福島県

福島県 佐藤　美笑 長春館病院 福島県

福島県 寺島　瑞穂 大原綜合病院 福島県

福島県 成田　朋子

福島県 沼崎　裕子 一般財団法人大原記念財団　大原医療センター 福島県

福島県 久田　和子 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 福島県

福島県 吉田　真紀子 医療法人櫛田会　櫛田病院 福島県

茨城県 荒井　玲子 茨城リハビリテーション病院 茨城県

茨城県 大槻　裕子 鹿島神宮前病院 茨城県

茨城県 大貫　智恵 筑波記念病院 茨城県

茨城県 大濱　良映 医療法人社団協栄会 大久保病院 茨城県

茨城県 岡野　克江 筑波学園病院 茨城県

茨城県 栗林　めぐみ

茨城県 小関　慧里子 医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院 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 塩原　明世 東洋大学 群馬県

2／14



静脈経腸栄養（TNT-D）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

茨城県 篠崎　光希 古河赤十字病院 茨城県

茨城県 檜山　映里 国家公務員共済組合連合会　水府病院 茨城県

茨城県 平山　智絵

茨城県 細野　明子 筑波学園病院 茨城県

茨城県 松浦　史生 医療法人　筑波記念病院 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

茨城県 矢部　義人 筑波記念病院 茨城県

栃木県 大石　比奈子 獨協医科大学病院 栃木県

栃木県 大川　美智子 菅又病院 栃木県

栃木県 鈴木　円香 自治医科大学附属病院 栃木県

栃木県 瀧田　沙織

栃木県 綱川　理絵 ＪＣＨＯうつのみや病院 栃木県

栃木県 箕輪　宏美 藤井脳神経外科病院 栃木県

栃木県 山口　美和 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県

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 小澤　尚子 医療法人　樹心会　角田病院 群馬県

群馬県 加藤　奈津 伊勢崎佐波医師会病院 群馬県

群馬県 倉上　裕子 館林厚生病院 群馬県

群馬県 五箇　幸子 公立館林厚生病院 群馬県

群馬県 齋藤　恭代 群馬大学医学部附属病院 群馬県

群馬県 武井　明日美 東郷会　恵愛堂病院 群馬県

群馬県 戸塚　智恵子 公立富岡総合病院 群馬県

群馬県 星野　郁子 公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 群馬県

群馬県 宮嶋　ちひろ 群馬県済生会前橋病院 群馬県

群馬県 吉田　聖子 群馬大学医学部附属病院 群馬県

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 石川　勝也 医療法人社団満寿会　鶴ヶ島在宅医療診療所 埼玉県

埼玉県 猪野瀬　渚 自治医科大学附属さいたま医療センター 埼玉県

埼玉県 今木　幹子 にじいろ保育園板橋一丁目 東京都

埼玉県 遠藤　さゆり JCHO東京山手メディカルセンター 東京都

埼玉県 大林　梨花 日本赤十字医療センター 東京都

埼玉県 小田　浩之 藤田医科大学病院 愛知県

埼玉県 加藤　千梨夏 関越病院 埼玉県

埼玉県 加藤　勇太 城西大学薬学部医療栄養学科 埼玉県

埼玉県 粂田　智重子 自治医科大学附属病院 栃木県

埼玉県 小関　香里 TMG宗岡中央病院 埼玉県

埼玉県 澤野　美樹 所沢明生病院 埼玉県

埼玉県 柴崎　千裕 草加市役所 埼玉県

埼玉県 島村　郁子 慈正会丸山記念総合病院 埼玉県

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 鈴木　多喜子 済生会川口総合病院 埼玉県

埼玉県 田島　亜紀子 医療法人アリエス　まみ内科クリニック 埼玉県

埼玉県 集貝　里江 埼玉県　済生会　栗橋病院 埼玉県

埼玉県 西川　えみ さいたま市民医療センター 埼玉県

埼玉県 深田　美佳 狭山神経内科病院 埼玉県

埼玉県 藤田　彩加 イムス三芳総合病院 埼玉県

埼玉県 丸山　新人 老人保健施設さんとめ 埼玉県

埼玉県 水野　文夫 城西大学 埼玉県

埼玉県 籾山　佳央里

埼玉県 森井　彩 狭山中央病院 埼玉県

埼玉県 山田　直美 済生会　川口総合病院 埼玉県

埼玉県 横倉　初美

埼玉県 吉田　真貴 医療法人社団　武蔵野会　ＴＭＧあさか医療センター 埼玉県

埼玉県 渡部　翔太 社会医療法人社団 尚篤会 赤心堂病院 埼玉県

千葉県 秋山　麻里恵 成田赤十字病院 千葉県
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千葉県 阿部　幸子 老人保健施設みぬま 埼玉県

千葉県 岩佐　朋子 医療法人社団誠馨会総泉病院 千葉県

千葉県 上田　祐菜 一般財団法人津山慈風会　津山中央病院 岡山県

千葉県 上野　千佳子 千葉市立海浜病院 千葉県

千葉県 大和田　彩子 医療法人社団真療会　野田病院 千葉県

千葉県 荻野　悟 玄々堂君津病院 千葉県

千葉県 金澤　志保 幕張病院 千葉県

千葉県 小林　裕子 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県

千葉県 菰田　和代 医療法人芙蓉会五井病院 千葉県

千葉県 齋藤　まり セコメディック病院 千葉県

千葉県 坂尾　和美 社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院 茨城県

千葉県 佐々木　真紀子 医療法人社団淳英会おゆみの中央病院 千葉県

千葉県 佐藤　香織 松戸市立福祉医療センター 千葉県

千葉県 下田　久美 医療法人社団睦会いけだ病院 千葉県

千葉県 杉山　知里 済生会 習志野病院 千葉県

千葉県 髙崎　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 中村　和彦 医療法人財団松圓会　東葛クリニック病院 千葉県

千葉県 西井　大輔 医療法人新都市医療研究会君津会玄々堂君津病院 千葉県

千葉県 林　美智子

千葉県 松本　三貴 八千代リハビリテーション病院 千葉県

千葉県 宮崎　香織 成田赤十字病院 千葉県

千葉県 山口　知子 東陽病院 千葉県

千葉県 吉原　舞

東京都 青栁　奈津子 社会医療法人財団石心会　埼玉石心会病院 埼玉県

東京都 赤坂　春奈 オアシス湘南病院 神奈川県

東京都 東亭　伸也 更生保護法人鶴舞会飛鳥病院 東京都

東京都 新　麻里 独立行政法人地域医療機能推進機構山梨病院 山梨県

東京都 池田　栄一 防衛医科大学校病院 埼玉県

東京都 石井　有理 東京女子医科大学病院 東京都

東京都 石原　杏奈 榊原記念病院 東京都

東京都 伊藤　修 東京新宿メディカルセンター　栄養管理室 東京都

東京都 犬竹　まりか 立川病院 東京都

東京都 井上　真美子 慶應義塾大学病院 東京都

東京都 猪瀬　佳代子 公立昭和病院 東京都

東京都 岩﨑　洋子 東京北医療センター介護老人保健施設さくらの杜 東京都

東京都 梅澤　未佳子 東京山手メディカルセンター 東京都

東京都 大木　いづみ 慶應義塾大学病院 東京都

東京都 大橋　尚美 東京医科歯科大学病院 東京都

東京都 岡部　貴代 医療法人社団永生会永生病院 東京都

東京都 小川　みなみ 医療法人社団葵会　南八王子病院 東京都

東京都 垣内　早苗 大泉生協病院

東京都 金丸　愛

東京都 金木　美佳 昭和大学病院 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 亀山　久美子 日本大学医学部付属板橋病院 東京都

東京都 川口　美喜子 大妻女子大学　 東京都

東京都 川畑　奈緒 自治医科大学附属病院 栃木県

東京都 神田　貴恵 医療法人社団三成会河北前田病院 東京都

東京都 神戸　寿美礼 医療法人財団桜会 桜会病院 東京都

東京都 木造　佳那子 自治医科大学附属病院 栃木県

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 久保　加奈子 一橋病院 東京都

東京都 小林　哲

東京都 小針　朋世 東京西徳州会病院 東京都
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東京都 斎藤　明子 医療法人社団野村会昭和の杜病院 東京都

東京都 斎藤　恵子 社会保険中央病院　栄養指導室 東京都

東京都 斎野　容子 公益財団法人がん研究会有明病院 東京都

東京都 佐藤　智英 女子栄養大学短期大学部 東京都

東京都 重岡　秋代 さいたま北部医療センター 埼玉県

東京都 下田　幸 戸塚ロイヤルクリニック 東京都

東京都 菅野　聡子 医療法人社団　根岸病院 東京都

東京都 鈴木　章弘 東京慈恵会医科大学附属柏病院 千葉県

東京都 高岩　美希 東京都立東大和療育センター 東京都

東京都 髙橋　寛子 帝京平成大学 東京都

東京都 武　祥子 日本赤十字社医療センター 東京都

東京都 田名邊　美枝 社会福祉法人ハレルヤ 埼玉県

東京都 爲ヶ谷　裕子 初富保健病院 千葉県

東京都 塚田　雅美

東京都 塚田　美裕 杏林大学医学部付属病院 東京都

東京都 土田　希 三軒茶屋第一病院 東京都

東京都 徳永　圭子 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 埼玉県

東京都 豊島　瑞枝 東京医科歯科大学病院 東京都

東京都 中川　ひろみ JCHO湯河原病院 神奈川県

東京都 中嶋　里奈 町田市民病院 東京都

東京都 並木　三枝 森山脳神経センター病院 東京都

東京都 新妻　咲子 麻生総合病院 神奈川県

東京都 西巻　草太 JCHO東京山手メディカルセンター 東京都

東京都 野村　順子 町田市民病院 東京都

東京都 萩原　俊秀 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県

東京都 白玖　智子 一般社団法人　巨樹の会　赤羽リハビリテーション病院 東京都

東京都 橋本　泰子 学校法人　東京女子医科大学 東京都

東京都 波多江　千恵 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都

東京都 服部　葉子 東海大学医学部付属東京病院 東京都

東京都 林　康子 独立行政法人地域医療機能推進機構　東京高輪病院 東京都

東京都 平澤　玲子 共立女子大学 東京都

東京都 福田　紫乃 太田記念病院 群馬県

東京都 藤江　美智子 医療法人財団興和会　右田病院 東京都

東京都 古田　雅 東邦大学医療センター大森病院 東京都

東京都 細川　実里 東京医科大学病院 東京都

東京都 堀　郁美 田園調布中央病院　栄養課 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 眞砂　知江 まちだ丘の上病院 東京都

東京都 松原　抄苗 日本赤十字社医療センター 東京都

東京都 松本　ゆかり 阿佐ヶ谷すずき診療所 東京都

東京都 宮﨑　利奈 多摩川病院 東京都

東京都 宮澤　辰也 東京山手メディカルセンター 東京都

東京都 迎　佳奈子 みずほ病院 東京都

東京都 村田　里佳 公立昭和病院 東京都

東京都 舞木　文子 公立阿伎留医療センター 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

※鶴川サナトリウム病院　認定栄養ケア・ステーション「つるまめ」
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

東京都 山浦　歩 さいたま記念病院 埼玉県

東京都 山口　知里 東京高輪病院 東京都

東京都 湯浅　愛 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都

神奈川県 芦川　美希
帝京大学医学部附属病院

※南大和 認定栄養ケア・ステーション
東京都

神奈川県 安藤　加葉 葵会　川崎南部病院 神奈川県

神奈川県 安保　敏明 ＪＣＨＯ相模野病院 神奈川県
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神奈川県 石川　史明 日本赤十字社医療センター 東京都

神奈川県 伊藤　雅 南大和病院 神奈川県

神奈川県 伊藤　祐介 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 井上　綾乃 聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県

神奈川県 上田　葉子 小田原市立病院 神奈川県

神奈川県 遠藤　智子 小田原市立病院 神奈川県

神奈川県 香川　哲也 平塚共済病院 神奈川県

神奈川県 上條　広高 相模原協同病院 神奈川県

神奈川県 雁部　弘美 横浜市立大学附属病院 神奈川県

神奈川県 川口　明子

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 川島　由起子
長野県立大学

※横浜市青葉区医師会 認定栄養ケア・ステーション
長野県

神奈川県 河原　香緒里 相模原協同病院 神奈川県

神奈川県 日下　ありさ 西横浜国際総合病院 神奈川県

神奈川県 草光　まき 済生会　若草病院 神奈川県

神奈川県 口羽　真美 牧野リハビリテーション病院 神奈川県

神奈川県 國見　友恵
医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院

※鶴巻温泉　認定栄養ケア・ステーション
神奈川県

神奈川県 近藤　如子 総合川﨑臨港病院 神奈川県

神奈川県 佐々木　彩乃

神奈川県 佐藤　あすか 平成横浜病院 神奈川県

神奈川県 佐藤　恵子 宮川病院 神奈川県

神奈川県 佐藤　輝夫 服部栄養専門学校 東京都

神奈川県 菅谷　稚夏 平塚市民病院 神奈川県

神奈川県 杉野　嘉津枝 池上総合病院 東京都

神奈川県 鈴木　亜由美 小田原循環器病院 神奈川県

神奈川県 高澤　康子 国際親善総合病院 神奈川県

神奈川県 武田　直子 医療法人平和会　平和病院 神奈川県

神奈川県 玉舘　秀恵 医療法人　光陽会　関東病院 神奈川県

神奈川県 田村　ミキ子 前田記念武蔵小杉クリニック 神奈川県

神奈川県 冨樫　政彦 済生会横浜市南部病院 神奈川県

神奈川県 冨塚　真由美 神奈川県立こども医療センター 神奈川県

神奈川県 内藤　有紀子
医療法人社団博慈会青葉さわい病院

※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 中川　麻佑子 相模原協同病院 神奈川県

神奈川県 長沼　茉優 桜ヶ丘中央病院 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 西山　みずき 東京蒲田病院 東京都

神奈川県 服部　恵里 医療法人社団　昌栄会　相模大野病院 神奈川県

神奈川県 人見　加奈子 済生会神奈川県病院 神奈川県

神奈川県 蛭田　小百合 横浜市立市民病院 神奈川県

神奈川県 福岡　梨紗 神奈川県立保健福祉大学 神奈川県

神奈川県 藤巻　美乃里 太田総合病院 神奈川県

神奈川県 星　麻衣子 たけおクリニック 東京都

神奈川県 細田　昌美 小松会病院 神奈川県

神奈川県 三冨　麻裕美 医療法人社団　正拓会　湘南太平台病院 神奈川県

神奈川県 水口　尚子 総合川崎臨港病院 神奈川県

神奈川県 三宅　利恵 長谷川会　湘南ホスピタル 神奈川県

神奈川県 宮下　実 川崎市立多摩病院 神奈川県

神奈川県 宮司　智子
日本赤十字社医療センター

※南大和 認定栄養ケア・ステーション
東京都

神奈川県 山田　桐絵 山本記念病院 神奈川県

神奈川県 山本　果奈 南大和病院 神奈川県

神奈川県 山本　美佳 医療法人社団　駿栄会　御殿場石川病院 静岡県
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神奈川県 依田　理恵子
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 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

新潟県 今井　友美 新潟県立　リウマチセンター 新潟県

新潟県 榎本　裕介 柏崎総合医療センター 新潟県

新潟県 上島　沙織 糸魚川総合病院 新潟県

新潟県 北林　紘 新光会村上記念病院 新潟県

新潟県 熊倉　ひとみ 信楽園病院 新潟県

新潟県 鳥羽　千鶴 長岡中央総合病院 新潟県

新潟県 中江　啓太 医療法人社団　葵会　新潟聖籠病院 新潟県

新潟県 山石　理恵 燕労災病院 新潟県

新潟県 横田　安紀 燕労災病院 新潟県

富山県 居村　久子 公立学校共済組合　北陸中央病院 富山県

富山県 坂本　聡美 富山県新川厚生センター 富山県

富山県 新村　康華 富山大学附属病院 富山県

富山県 竹之内　弘美 富山県済生会富山病院 富山県

富山県 新鞍　真理恵 富山大学杉谷（医薬系）キャンパス 富山県

富山県 平木　美夏 医療法人社団藤聖会　富山西総合病院 富山県

富山県 米原　恭子
西能病院

※五省会西能病院 認定栄養ケア・ステーション
富山県

石川県 浅田　由紀子 石川県済生会　金沢病院 石川県

石川県 川崎　明恵 公立つるぎ病院　栄養管理室 石川県

石川県 北山　絵美 洋和会　池田病院 石川県

石川県 高畠　いずみ 公立つるぎ病院 石川県

石川県 竹下　欣吾 金沢医科大学病院 石川県

石川県 竹村　理帆 河北中央病院 石川県

石川県 田中　明子 公立羽咋病院 石川県

石川県 中川　睦美 金沢医科大学病院　栄養部 石川県

石川県 西　真希 金沢赤十字病院 石川県

石川県 橋本　寿美子 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院 石川県

石川県 長谷　恵 金沢医科大学病院 石川県

石川県 濱口　優子 石川県立中央病院 石川県

石川県 林　紘奈 公立羽咋病院 石川県

石川県 前田　美穂 恵寿総合病院 石川県

石川県 町駒　珠美 公立能登総合病院　栄養部 石川県

石川県 山原　和子 公立河北中央病院 石川県

石川県 山前　有子 医療法人明仁会　かないわ病院 石川県

石川県 吉岡　詩織 浅ノ川総合病院 石川県

福井県 伊藤　まみ 社会医療法人　財団　中村病院 福井県

福井県 河村　裕子 （医）博俊会　春江病院 福井県

福井県 小林　香織 社会医療法人　財団　中村病院 福井県

福井県 佐々木　幸恵 （財）中村病院 福井県

福井県 竹田　邦恵 （医）博俊会　春江病院 福井県

福井県 竹林　尚恵 福井県済生会病院 福井県

福井県 中田　奈都子 福井大学医学部附属病院 福井県

福井県 林　恵子 坂井市立三国病院 福井県

福井県 林　千賀 杉田玄白記念　公立小浜病院 福井県

福井県 早瀬　美香 福井大学医学部附属病院 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 大柴　麻衣 医療法人慈光会　甲府城南病院 山梨県

山梨県 堀込　かずみ 北杜市立甲陽病院 山梨県

長野県 新井　麻未 相澤病院 長野県

長野県 市川　千恵 JA長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター 長野県

長野県 大木　直子 佐久医療センター 長野県

長野県 大久保　早苗 長野県立信州医療センター 長野県
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長野県 荻原　克恵 NHO東長野病院 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 片岡　裕紀

長野県 倉科　里香 市立大町総合病院 長野県

長野県 栗原　和江 田中病院 長野県

長野県 座光寺　知恵子 信州大学医学部附属病院 長野県

長野県 嶋崎　圭子 佐久総合病院 長野県

長野県 鈴木　さやか 佐久総合病院　佐久医療センター 長野県

長野県 春原　ゆかり 長野市民病院 長野県

長野県 寺澤　綾花 佐久総合病院 長野県

長野県 中村　由香 飯綱町立　飯綱病院 長野県

長野県 樋口　恵利子 佐久総合病院佐久医療センター 長野県

長野県 深町　遥 佐久総合病院 長野県

長野県 藤岡　由美子 松本大学 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 宮澤　香居 新生病院 長野県

長野県 山岸　恵美 長野赤十字病院 長野県

岐阜県 穐山　直美

岐阜県 岩﨑　文江 大垣市民病院 岐阜県

岐阜県 鈴木　美佐子 羽島市民病院 岐阜県

岐阜県 筒井　孝太 岩砂病院・岩砂マタニティ 岐阜県

岐阜県 長屋　紀美江 東海学院大学 岐阜県

岐阜県 西村　佳代子 岐阜大学医学部附属病院 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 舩坂　恵 生仁会須田病院 岐阜県

岐阜県 堀　弘美 松波総合病院 岐阜県

岐阜県 最上　元子

静岡県 飯野　みな美 伊豆韮山温泉病院 静岡県

静岡県 大石　景 社会福祉法人白翁会　喜久の園 静岡県

静岡県 太田　莉奈 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 静岡県

静岡県 岡本　康子 愛知学泉大学 愛知県

静岡県 荻野　由夏 独立行政法人地域医療機能推進機構　三島総合病院 静岡県

静岡県 小俣　朋子 富士市立中央病院 静岡県

静岡県 加藤　真己 浜松医療センター 静岡県

静岡県 川田　奈津美 静岡市立静岡病院 静岡県

静岡県 久保田　美保子 七間町村上内科クリニック 静岡県

静岡県 佐藤　美紀
株式会社LIFEAT

※認定栄養ケア・ステーション　薬局オリーブファーマシー
静岡県

静岡県 杉本　瞭子 市立島田市民病院 静岡県

静岡県 杉山　美和 医療法人伊豆七海会　熱海所記念病院 静岡県

静岡県 須藤　優希 伊東市民病院 静岡県

静岡県 清　明子 （医社）秀峰会川村病院 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 舘石　知美 中東遠総合医療センター 静岡県

静岡県 冨岡　友人 熱海　海の見える病院 静岡県

静岡県 原田　雅子 遠州病院 静岡県

静岡県 古橋　啓子 東海学園大学　名古屋キャンパス 愛知県

静岡県 松島　真理子 浜松医科大学 静岡県

静岡県 丸井　志織 浜松労災病院 静岡県

静岡県 谷津倉　友美 公益財団法人　伊豆保健医療センター 静岡県

静岡県 吉田　優希 静岡市立静岡病院 静岡県

静岡県 渡邉　美子 （医社）熱海所記念病院 静岡県

愛知県 藍川　智津 東海記念病院 愛知県

愛知県 池田　加津美 豊川市民病院 愛知県

愛知県 宇野　千晴 名古屋学芸大学 愛知県
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愛知県 小塩　由紀

愛知県 音川　里美

愛知県 片山　郁乃 北病院 愛知県

愛知県 川村　季恵 医療法人　愛生館　小林記念病院 愛知県

愛知県 木下　美紀

愛知県 熊﨑　由紀 特定医療法人なるみ会なるみ病院 愛知県

愛知県 柴田　佳代子 北病院 愛知県

愛知県 杉浦　知里 医療法人 秀麗会 山尾病院 愛知県

愛知県 鈴木　圭 医療法人桂名会　大須病院 愛知県

愛知県 鈴木　未宇 社会医療法人　財団新和会　八千代病院 愛知県

愛知県 関口　まゆみ 中部労災病院 愛知県

愛知県 田代　菜摘 名古屋掖済会病院 愛知県

愛知県 田中　春恵

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 野原　万路 愛知県がんセンター 愛知県

愛知県 林　さや香 公益財団法人安城市学校給食協会 愛知県

愛知県 福地　一成 総合病院　南生協病院 愛知県

愛知県 松岡　春菜 NTT西日本東海病院 愛知県

愛知県 三浦　朋美 大雄会　第一病院 愛知県

愛知県 村崎　明広 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 愛知県

愛知県 森園　真由美 名古屋市立西部医療センター 愛知県

愛知県 山田　三枝 公立陶生病院 愛知県

愛知県 吉田　明子 偕行会　城西病院 愛知県

三重県 芦田　博美 玉城町国民健康保険　玉城病院 三重県

三重県 小磯　梓 すずか糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 三重県

三重県 坂本　恵梨 玉城町介護老人保健施設ｹｱﾊｲﾂ玉城 三重県

三重県 向井　利生子 尾鷲総合病院 三重県

滋賀県 浦野　佳代子 医療法人恒仁会近江温泉病院 滋賀県

滋賀県 小野　由美 彦根市立病院 滋賀県

滋賀県 高嶋　典子 大阪夕陽丘学園短期大学 大阪府

滋賀県 中田　有紀子 大津赤十字病院 滋賀県

京都府 居出　香  京都府立医科大学附属病院 京都府

京都府 岡垣　雅美 京都府立医科大学附属病院 京都府

京都府 岡　友理 済生会京都府病院 京都府

京都府 城崎　佳子 医療法人健和会うえだ下田部病院 大阪府

京都府 京面　ももこ 大阪北野病院 大阪府

京都府 桑波田　雅士 京都府立大学 京都府

京都府 小林　登紀代 洛陽病院 京都府

京都府 住野　あつみ
明治国際医療大学附属病院

※明治国際医療大学付属病院認定栄養ケア・ステーション
京都府

京都府 成富　勇夫 長岡京病院　栄養管理課 京都府

京都府 野村　聡子 京都大学医学部附属病院 京都府

京都府 峯松　あかね 京都第一赤十字病院 京都府

京都府 藪井　沙希 舞鶴赤十字病院 京都府

京都府 山路　春江 京都下鴨病院 京都府

京都府 山本　佳奈子 愛生会山科病院 京都府

京都府 若森　祐子 伏見桃山総合病院 京都府

大阪府 畦西　克己 摂南大学 大阪府

大阪府 荒川　和子 大阪医療センター 大阪府

大阪府 荒木　里美 大阪医科大学附属病院 大阪府

大阪府 有佐　美穂子 尼崎だいもつ病院 兵庫県

大阪府 石黒　佳代子 大阪公立大学医学部附属病院 大阪府

大阪府 石原　ゆうこ パナソニック健康保険組合　松下記念病院 大阪府

大阪府 岩崎　史歩 堺市立総合医療センター 大阪府

大阪府 内野　友理恵 社会医療福祉法人愛仁会　高槻病院 大阪府
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大阪府 内原　真理 りんくう総合医療センター 大阪府

大阪府 大久保　豪 阪堺病院 大阪府

大阪府 大塚　理加 医療法人錦秀会　阪和第一泉北病院 大阪府

大阪府 尾関　美智恵 大阪医科大学三島南病院 大阪府

大阪府 亀井　こずえ 千里リハビリテーション病院 大阪府

大阪府 木田　順子 市立東大阪医療センター 大阪府

大阪府 北川　知佳 森之宮病院 大阪府

大阪府 倉谷　祐也 城山病院 大阪府

大阪府 栗林　真理 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 大阪府

大阪府 小松　茂 大野記念病院 大阪府

大阪府 坂本　陽子 医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院 京都府

大阪府 渋田　多恵子 佐野記念病院 大阪府

大阪府 下垣　彩子 医療法人社団石鎚会同志社山手病院 京都府

大阪府 菅野　真美 近畿大学　奈良病院 奈良県

大阪府 髙尾　多恵子 高槻病院 大阪府

大阪府 髙倉　友子 石切生喜病院 大阪府

大阪府 髙田　守康 大阪青山大学 大阪府

大阪府 髙橋　沙苗 姫路医療センター 兵庫県

大阪府 竹村　歩 兵庫医科大学ささやま医療センター 兵庫県

大阪府 谷口　温子 学校法人兵庫医科大学　兵庫医科大学病院 兵庫県

大阪府 辻本　美保 阪和記念病院 大阪府

大阪府 友井　有希 市立東大阪医療センター 大阪府

大阪府 鳥本　美穂子 一般財団法人成研会　結のぞみ病院 大阪府

大阪府 中尾　真樹 大阪府立中河内救命救急センター 大阪府

大阪府 中森　陽子 阪南中央病院 大阪府

大阪府 名倉　成美 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 大阪府

大阪府 西田　安紀穂 阪南中央病院 大阪府

大阪府 二村　朋子 千里中央病院 大阪府

大阪府 萩田　裕貴子 朋愛病院 大阪府

大阪府 林　美華 南港病院 大阪府

大阪府 原　智恵 枚方公済病院 大阪府

大阪府 半田　貴三子 富永病院 大阪府

大阪府 藤田　知叡 交野病院 大阪府

大阪府 前島　あい

大阪府 松澤　智美 近畿大学奈良病院 奈良県

大阪府 松本　早織 富永病院 大阪府

大阪府 溝上　智英子 (医)清翠会　牧病院 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 村本　優美 医療法人　晋救館　和田病院 大阪府

大阪府 森　ちさみ 寺田萬寿病院 大阪府

大阪府 森本　都 大阪急性期・総合医療センター 大阪府

大阪府 山下　舞 宇治武田病院 京都府

大阪府 山根　泰子 大阪急性期・総合医療センター 大阪府

大阪府 山本　加奈子 阪南中央病院 大阪府

大阪府 山本　修平 北摂総合病院 大阪府

大阪府 吉内　佐和子 関西医科大学附属病院 大阪府

大阪府 吉田　裕美 大阪脳神経外科病院 大阪府

大阪府 好田　麻衣 富永病院 大阪府

大阪府 渡邊　陽子 社会医療法人大道会　森之宮病院 大阪府

兵庫県 尼子　恵理子 兵庫県立ひょうごこころの医療センター 兵庫県

兵庫県 石田　みどり 医療法人社団　衿正会　生駒病院 兵庫県

兵庫県 井上　聡子 尼崎医療生協病院 兵庫県

兵庫県 遠藤　修史 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県

兵庫県 太田　邦恵 医療法人社団順心会　順心淡路病院 兵庫県

兵庫県 大西　清子 偕生病院 兵庫県
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兵庫県 小倉　ひとみ 北播磨総合医療センター 兵庫県

兵庫県 片山　美香子 神鋼記念病院 兵庫県

兵庫県 金子　悦世

兵庫県 纐纈　園子 社会福祉法人光耀会　障害者支援施設　東山荘 兵庫県

兵庫県 志垣　恵里子 医療法人社団　衿正会　生駒病院 兵庫県

兵庫県 小路　祐子 医療法人　達磨会　東加古川病院 兵庫県

兵庫県 城本　芙美 医療法人中馬医療財団　中馬病院 兵庫県

兵庫県 高木　磨子 社会医療法人　神鋼記念会　神鋼記念病院 兵庫県

兵庫県 髙山　祐美 公益財団法人 田附興風会医学研究所 北野病院 大阪府

兵庫県 武田　有加 西宮協立リハビリテーション病院 兵庫県

兵庫県 辻井　智美 独立行政法人 地域医療機能推進機構神戸中央病院 兵庫県

兵庫県 富山　正俊 尼崎医療生協病院 兵庫県

兵庫県 西澤　由李 医療法人　川崎病院 兵庫県

兵庫県 深田　晃司 市立　伊丹病院 兵庫県

兵庫県 鉾立　容子 医療法人尚和会　宝塚第一病院 兵庫県

兵庫県 前田　智大 独立行政法人市立吹田市民病院 大阪府

兵庫県 松尾　真里 医療法人関田会ときわ病院 兵庫県

兵庫県 三村　のぞみ 医療法人若葉会　明石回生病院 兵庫県

兵庫県 山口　綾菜 東加古川病院 兵庫県

兵庫県 山下　恵祐 医療法人　南嶺会　勝連病院 沖縄県

兵庫県 山本　知恵美 姫路聖マリア病院 兵庫県

兵庫県 吉田　比呂規 医療法人社団菫会　名谷病院 兵庫県

兵庫県 和田　幸枝 医療法人達磨会　老人保健施設緑寿苑 兵庫県

奈良県 石田　尚子 南和広域医療企業団　南奈良総合医療センター 奈良県

奈良県 今井　厚 西奈良中央病院 奈良県

奈良県 熊本　登司子 畿央大学 奈良県

奈良県 塩井　建太郎 奈良県総合医療センター 奈良県

奈良県 外山　健二 奈良女子大学 奈良県

奈良県 安田　有利 （医）鴻池会　秋津鴻池病院 奈良県

和歌山県 井村　実紀 日本赤十字社和歌山医療センター 和歌山県

和歌山県 木村　奈小 公立那賀病院 和歌山県

和歌山県 黒岩　豊子 医療法人　共栄会　名手病院 和歌山県

和歌山県 真珠　文子 公立那賀病院 和歌山県

和歌山県 宮下　望都子 田辺中央病院 和歌山県

和歌山県 吉川　貴子 （財）白浜医療福祉財団白浜はまゆう病院 和歌山県

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 西谷　留美子 医療法人財団共済会　清水病院 鳥取県

島根県 足立　友紀 島根大学医学部附属病院 島根県

島根県 松田　理沙 島根県立中央病院 島根県

島根県 松永　佳容子 島根県立中央病院 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 赤木　有香 長島病院 岡山県

岡山県 粟村　三枝 医療法人緑十字会　笠岡中央病院 岡山県

岡山県 礒田　明恵

岡山県 大原　秋子 岡山済生会総合病院 岡山県

岡山県 小野　真由子 岡山済生会総合病院 岡山県

岡山県 柏谷　香緒里 倉敷中央病院 岡山県

岡山県 川上　晴美 倉敷市立市民病院 岡山県

岡山県 坂本　八千代 くらしき作陽大学食文化学部 岡山県

岡山県 清水　英子 社会福祉法人岡山博愛会病院 岡山県

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 髙瀬　綾子 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院 岡山県

岡山県 西本　桂子 鏡野町国民健康保険病院 岡山県

岡山県 宮本　秀美 岡山市立市民病院 岡山県

岡山県 和田　瑛一郎 地方行政独立法人岡山市立総合医療センター　岡山市立岡山市民病院 岡山県
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広島県 一面　貴子 中電病院 広島県

広島県 佐伯　恵理子 尾道市立市民病院 広島県

広島県 迫　能恵 医療法人　叙叙会　福山第一病院 広島県

広島県 田上　睦美 福山循環器病院 広島県

広島県 田中　里実 庄原赤十字病院 広島県

広島県 長　久美 興生総合病院 広島県

広島県 仲里　博子 尾道市立市民病院 広島県

広島県 中司　佳代 尾道市立市民病院 広島県

広島県 錦織　聡子

広島県 平野　容子 マツダ㈱マツダ病院 広島県

広島県 前川　香 尾道市立市民病院 広島県

広島県 三浦　智子 中国電力株式会社　中電病院 広島県

広島県 光本　由香

広島県 向井　睦 呉やけやま病院 広島県

広島県 山根　絵里

広島県 山本　千景 医療法人　村上会　福山回生病院 広島県

広島県 善岡　友紀 アマノリハビリテーション病院 広島県

山口県 江村　初恵 社会医療法人同仁会周南記念病院 山口県

山口県 小島　祥子 済生会下関総合病院 山口県

山口県 永瀬　みゆき 済生会山口総合病院 山口県

山口県 白野　容子 公立大学法人山口県立大学 山口県

山口県 藤井　愛子 山口大学医学部附属病院 山口県

山口県 堀尾　佳子 山口大学医学部附属病院 山口県

山口県 吉岡　理沙 山口県立総合医療センター 山口県

徳島県 大西　嘉奈子 川島病院 徳島県

徳島県 鈴木　佳子 徳島大学病院 徳島県

徳島県 其竹　映子 独立行政法人国立病院機構高松医療センター 香川県

徳島県 谷口　里沙 徳島病院 徳島県

徳島県 筑後　桃子 徳島大学病院 徳島県

徳島県 濵田　美江 鳴門病院 徳島県

徳島県 前川　ひろみ 地方独立行政法人　徳島県鳴門病院 徳島県

徳島県 松本　綾 独立行政法人　国立病院機構　徳島病院 徳島県

徳島県 森川　咲子 徳島文理大学 徳島県

徳島県 山下　絵里 亀井病院 徳島県

香川県 井本　恵子 医療法人社団光風会　三光病院 香川県

香川県 北岡　陸男 香川大学医学部附属病院 香川県

香川県 小亀　絵美 赤沢病院 香川県

香川県 中川　倫未 医療法人社団　光風会　三光病院 香川県

香川県 湊　知真 赤沢病院 香川県

香川県 三宅　彩日 香川県済生会病院 香川県

愛媛県 石丸　裕美 医療法人仁友会　南松山病院 愛媛県

愛媛県 岡崎　真由美 市立宇和島病院 愛媛県

愛媛県 神原　淑恵 社会医療法人同心会　西条中央病院 愛媛県

愛媛県 近藤　ゆか 一般財団法人　積善会　十全総合病院 愛媛県

愛媛県 清水　良子 社会医療法人真泉会　今治第一病院 愛媛県

愛媛県 杉本　みき 宇和島市立津島病院 愛媛県

愛媛県 山﨑　幸 市立宇和島病院 愛媛県

高知県 片岡　航兵 幡多けんみん病院 高知県

高知県 川﨑　愛 高知県立幡多けんみん病院 高知県

高知県 森本　絢音 高知県高知市病院企業団立高知医療センター 高知県

福岡県 青野　理恵 大牟田市立　吉野小学校 福岡県

福岡県 安部　望智 株式会社麻生　飯塚病院 福岡県

福岡県 井手尾　祐基子 （医）清友会　植田病院 福岡県

福岡県 今村　佳代 広川病院 福岡県

福岡県 植田　晴香 （独）国立病院機構　福岡東医療センター 福岡県
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福岡県 小川　由華 株式会社麻生　飯塚病院 福岡県

福岡県 奥　宏美 （財）平成紫川会　小倉記念病院 福岡県

福岡県 小楠　亜由美 九州大学病院 福岡県

福岡県 片桐　義範 公立大学法人　福岡女子大学 福岡県

福岡県 金丸　小梢 株式会社麻生　飯塚病院 福岡県

福岡県 草野　紗也 （社医）財団白十字会　白十字リハビリテーション病院 福岡県

福岡県 江田　千種 株式会社麻生　飯塚病院 福岡県

福岡県 近藤　茜音 （株）麻生　飯塚病院 福岡県

福岡県 斎藤　ミキ 福岡リハビリテーション病院 福岡県

福岡県 佐藤　綾 （医）啓心会　啓心会病院 佐賀県

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 城　芽衣子 日本赤十字社　福岡赤十字病院 福岡県

福岡県 白土　絢子 株式会社麻生　飯塚病院 福岡県

福岡県 其田　安代 （公財）健和会　大手町リハビリテーション病院 福岡県

福岡県 竹下　亜矢

福岡県 田中　千知

福岡県 谷川　あずさ （医）博愛会　頴田病院 福岡県

福岡県 中川　愛子 ケアマネステーション千歳 福岡県

福岡県 中村　登代子 （医）敬天会　東和病院 福岡県

福岡県 西村　圭織

福岡県 根子　和恵 （公財）健和会　健和会大手町病院 福岡県

福岡県 原澤　あゆみ （社医）共愛会　戸畑共立病院 福岡県

福岡県 原田　瑞紀 （独）国立病院機構　福岡東医療センター 福岡県

福岡県 廣門　真悠 株式会社麻生　飯塚病院 福岡県

福岡県 藤野　恵理 （独）国立病院機構　小倉医療センター 福岡県

福岡県 古木　麻優 （株）麻生　飯塚病院 福岡県

福岡県 松本　由美 （医）愛風会　さく病院 福岡県

福岡県 宮﨑　由希恵 日本赤十字社　嘉麻赤十字病院 福岡県

福岡県 山﨑　彩 株式会社麻生　飯塚病院 福岡県

福岡県 山下　夏穂 株式会社麻生　飯塚病院 福岡県

福岡県 山田　ゆかり 日本赤十字社　福岡赤十字病院 福岡県

福岡県 山本　貴博 中村学園大学 福岡県

福岡県 渡邉　啓子 よしなり内科クリニック 福岡県

佐賀県 石田　美穂 地方独立行政法人　佐賀県医療センター　好生館 佐賀県

佐賀県 牛島　圭太 地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 佐賀県

佐賀県 小川　夏海 地方独立行政法人　佐賀県医療センター　好生館 佐賀県

佐賀県 尾﨑　歩美 佐賀県医療センター　好生館 佐賀県

佐賀県 小根森　智子 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 佐賀県

佐賀県 渡邉　真由美 唐津市民病院 きたはた 佐賀県

長崎県 荒木　光 国立療養所菊池恵楓園 熊本県

長崎県 伊賀　萬里子 長崎県対馬病院 長崎県

長崎県 金子　友美 独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター 長崎県

長崎県 中村　真知子 愛野記念病院 長崎県

長崎県 仁田原　直子 道ノ尾病院 長崎県

長崎県 松田　冨美 高城病院 長崎県

長崎県 山口　留美 長崎国際大学 長崎県

熊本県 加來　正之 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター 熊本県

熊本県 川端　光 天草慈恵病院 熊本県

熊本県 草留　愛 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター 熊本県

熊本県 中川　聡華 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 熊本県

熊本県 西岡　理乃 医療法人杏林会　新生翠病院 熊本県

熊本県 本門　莉子 医療法人杉村会　杉村病院 熊本県

熊本県 山室　伊吹 社会福祉法人　恩賜財団　済生会熊本病院 熊本県

大分県 足立　和代 大分大学医学部附属病院 大分県

大分県 小田　真理子 JCHO湯布院病院 大分県
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大分県 中川　里菜 中津市立　中津市民病院 大分県

大分県 樋口　愛美 津久見市医師会立津久見中央病院 大分県

大分県 和田　光代 特定医療法人財団天心堂へつぎ病院 大分県

宮崎県 疋田　智子 シルバーケア野崎 宮崎県

宮崎県 横山　弓子 高原病院 鹿児島県

鹿児島県 川﨑　裕美 特別養護老人ホーム　さつま園 鹿児島県

鹿児島県 高橋　直美 一般財団法人児玉報謝会 　新成病院 鹿児島県

鹿児島県 濵邊　絢香 社会福祉法人恩賜財団　済生会川内病院 鹿児島県

鹿児島県 冷水　美樹

鹿児島県 渡邉　里美 社会医療法人　義順顕彰会　種子島医療センター 鹿児島県

沖縄県 一松　かおり 社会医療法人友愛会　友愛医療センター 沖縄県

沖縄県 島袋　祥子 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県

沖縄県 ブラウン　章子 医療法人緑水会　宜野湾記念病院 沖縄県

＊本会会員登録情報に基づき掲載

（2023年4月7日現在）

所属栄養士会、５０音順　
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