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東京都

関東

AA120001 田中 弥生

関東学院大学

栄養学部 管理栄養学科

AA120002 中村 育子

福岡クリニック

在宅部 栄養課

i.nakamura@fukujukaigr.or.jp

東京都

関東

AA120003 前田 佳予子 武庫川女子大学

生活環境学部 食物栄養学科 0798-45-9054

maeda_k@mukogawa-u.ac.jp

兵庫県

関西

AA120005 井上 啓子

至学館大学

健康栄養学部 栄養科学科

kinoue@sgk.ac.jp

愛知県

東海

AA120006 髙﨑 美幸

医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院

栄養サポート室

nst@sankikai.or.jp

神奈川県

関東

AA120007 水野 優子

社会福祉法人 くるみ会

045-951-1711

神奈川県

関東

AA120008 齋藤 郁子

サンシャイン栄養コンサルタント

011-590-0661

北海道

北海道

AA120009 工藤 美香

駒沢女子大学

神奈川県

関東

AA120010 水島 美保

在宅栄養管理ステーションもぐもぐ大阪

mitsuhiro19830520@gmail.com

福岡県

九州

AA120011 渡邉 和子

くらしき作陽大学

kazuko.watanabe@ksu.ac.jp

岡山県

関西

群馬県

関東

石川県

東海

北海道

北海道

m-baba@zenjokai.jp

愛知県

東海

kkumagai.sinseikai@gmail.com

岐阜県

東海

n-poke184@nifty.com

埼玉県

関東

nobuko-56502@nifty.com

神奈川県

関東

okorih@estate.ocn.ne.jp

神奈川県

関東

eiyou-support@beach.ocn.ne.jp

東京都

関東

miyudom@r8.dion.ne.jp

mizuno@kurumikai.or.jp

人間健康学部 健康栄養学科

食文化学部 栄養科

086-436-0226

090-5262-2273

AA120014 水野 三千代
AA120015 手塚 波子

小川医院

AA120017 真井 睦子

日本赤十字社 栗山赤十字病院

AA120019 馬場 正美

医療法人財団善常会 善常会リハビリテーション病院

AA120020 熊谷 琴美

ながお在宅クリニック

AA120023 山口 はるみ

NPOぽけっとステーション

076-261-8821
医療技術部

0123-72-1015
052-811-9101
048-465-8833

AA120027 成田 宣子
AA120029 田邊 弘子

tezuka.august9@gmail.com

045-751-6070
松葉医院

AA120030 米山 久美子 地域栄養サポート自由が丘

080-3488-1640

AA120031 改田 剛俊

社会医療法人社団新都市医療研究会「関越」会 関越病院 中央診療部 栄養科

kaida@kan-etsu-hospital.or.jp

埼玉県

関東

AA120034 爲房 恭子

相愛大学

tamefusa@mukogawa-u.ac.jp

兵庫県

関西

AA120035 古川 美和

一般社団法人 長崎市医師会

095-818-6685

m-furukawa@ncma.or.jp

長崎県

九州

AA120036 森植 恵子

湯原内科医院

086-277-5560

岡山県

関西

AA120038 西村 一弘

駒沢女子大学

人間健康学部 健康栄養学科 042-350-7223

東京都

関東

AA120039 藤原 恵子

社会福祉法人緑風会 緑風荘病院

栄養室

042-392-1101

東京都

関東

栄養部

0836-51-3111

山口県

関西

AA130040 田辺 のぶか 医療法人和同会 宇部リハビリテーション病院

人間発達学部 発達栄養学科 06-6612-6213

090-2295-5562

090-3635-7377

uberihaeiyoubu@yahoo.co.jp

AA130043 種岡 典子

かみいち総合病院

富山県

東海

AA130044 前田 薫

(医）真正会 霞ヶ関南病院

埼玉県

関東

AA130045 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

東海

AA130046 小谷 典子

社会福祉法人丹後大宮福祉会 おおみや苑

京都府

関西

神奈川県

関東

埼玉県

関東

厨房

058-213-7830

090-1414-3937

0772-68-1525

090-5901-6302

kyasuda@sogo-zaitaku.jp

AA130047 高見 美智子

7830kys@gmail.com
michi12t@ybb.ne.jp

AA130049 小浦 梓

社会福祉法人愛寿会 特別養護老人ホーム紫磨園

03-3857-4165

080-1556-3731

tokuyou-soudan@aijukai.com happymania0121@gmail.com

AA130052 清水 陽平

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名メディカルプラザ

046-292-0222

046-272-8335

yo-shimizu@jin-ai.or.jp

yopei-do@m4.dion.ne.jp

神奈川県

関東

AA130053 前田 玲

おびひろ呼吸器科内科病院

0155-22-3101

090-1308-6640

r_maeda@f1.octv.ne.jp

r-tama.m@m2.octv.ne.jp

北海道

北海道

AA130055 鷲見 尚子

JA長野厚生連 佐久総合病院

0267-82-3131

0267-88-3614

naoko.w-0308@docomo.ne.jp

長野県

関東

群馬県

関東

大分県

九州

神奈川県

関東

大阪府

関西

新潟県

関東

岡山県

関西

AA130056 鈴木 千鶴子 有限会社 モン・レーブ

0274-74-7710

AA130057 北野 ひさ枝

特定・特別医療法人社団春日会 黒木記念病院・総合ケアセンターくろき

0977-84-7165

AA130058 山田 恵子

しんど老人保健施設

AA130060 田貝 泉

社会医療法人三宝会 南港病院

AA130068 山田 祥子

株式会社ツクイ 新潟神道寺営業所

AA130073 佐藤 幸枝

岡山学院大学

栄養課

hisae-kitano@sepia.ocn.ne.jp

0463-53-1970
06-6685-8801

フードサービス担当

0977-72-3915
090-4303-1414

tagai@nanko-group.jp

080-6634-4841 0250-42-3882

schk-yamada@tsukui.net

086-429-2451

y_sato@owc.ac.jp

090-1356-6156

0218izurin@gmail.com
yu32lyu@ezweb.ne.jp

tabeteikiru@gmail.com

三重県

東海

kako-town@r.vodafone.ne.jp

石川県

東海

長崎県

九州

福島県

関東

AA130080 川上 みどり

茨城県

関東

AA130083 入江 明美

島根県

関西

奈良県

関西

千葉県

関東

埼玉県

関東

長野県

関東

神奈川県

関東

岡山県

関西

青森県

関東

富山県

東海

京都府

関西

愛知県

東海

兵庫県

関西

岐阜県

東海

宮城県

関東

神奈川県

関東

AA130119 田村 博子

広島県

関西

AA130120 松長 由美子

富山県

東海

AA130074 千歳 泰子
AA130075 松岡 和子

田谷泌尿器科医院

栄養部

0761-23-0888

AA130077 梶原 佳代子 まき歯科

0957-64-5076

AA130079 田口 美智子

0248-63-7279

医療法人社団三成会 介護老人保健施設 南東北春日リハビリテーション・ケアセンター

AA130086 兼重 和子

076-274-0550

eiyou@cl.tayakai.or.jp

makimaki@maki-dental.com

kako1@kcn.ne.jp

0742-49-7470

AA130087 中野 園子
AA130089 石川 香織

医療法人社団嬉泉会 春日部嬉泉病院

栄養科

048-736-0111

AA130090 小澤 佳代
AA130093 阿保 実穂

クオール株式会社

クオール薬局青葉台店

045-960-4389

AA130094 土井 美恵子 宮島医院

0867-44-2403

AA130096 三上 真理子 一般財団法人 医療と育成のための研究所清明会 鳴海病院 栄養課

0172-32-5211

AA130099 高岡 早苗

076-436-7834

老人居宅支援センター くれは苑

AA130102 林 秋子
AA130103 宇野 千晴

mk-hoo@snow.ocn.ne.jp
090-2602-2933

akiko0908purinn@live.jp

080-8350-8038
医療法人杉山会 すぎやま病院

AA130108 馬目 由美子 医療法人社団緑水会 北摂中央病院

栄養科

052-774-8222

konnichiwa.mariko-desu@docomo.ne.jp

090-3578-7794

uno@sugiyamahp.com

chiharu83724@gmai.com

栄養科

AA130112 渡辺 真実子 特定医療法人録三会 太田病院

0574-26-1251

AA130115 伊藤 清世

医療法人社団静実会 ないとうクリニック複合サービスセンター・ないとうクリニック

022-281-5490

AA130116 市川 幸子

医療法人財団青山会 みくるべ病院

栄養科

0463-88-0266

dietitian-team@ohta-hospital.jp mamiwa611@yahoo.co.jp

0463-78-0719

ichisan@s8.dion.ne.jp

AA130121 中森 良子

(一財）神戸在宅ケア研究所 介護老人保健施設 リハ･神戸 栄養科

078-743-8500

078-822-0195

rihakobe-nt@kzc.jp

y.chacha.4453@gmail.com

兵庫県

関西

AA130124 雨宮 英子

居宅介護支援センター MISONO

045-893-0077

045-516-4893

amemiya@kotokukai.or.jp

rumekokaze@kif.biglobe.ne.jp

神奈川県

関東

愛媛県

関西

福岡県

九州

神奈川県

関東

smile-s@gaia.eonet.ne.jp

奈良県

関西

murakami78777@yahoo.co.jp

栃木県

関東

taoka_mfkyt@yahoo.co.jp

福岡県

九州

岐阜県

東海

奈良県

関西

愛知県

東海

大分県

九州

福岡県

九州

大分県

九州

AA130169 渡邊 さつき

長崎県

九州

AA130176 廣木 奈津子

千葉県

関東

岐阜県

東海

京都府

関西

長野県

関東

香川県

関西

AA130127 岡本 ミカ

0894-23-2802

AA130130 石渕 美江

y-stone@gk2.so-net.ne.jp

AA130133 磯崎 裕子

社会福祉法人山寿会 特別養護老人ホーム 今川の郷

AA130139 孝橋 志麻

社会福祉法人秋篠茜会 特別養護老人ホーム こがねの里 入居部門

AA130141 村上 貴誉美 老人保健施設 かみつが
AA130142 岡田 圭子

セイコーメディカルブレーン株式会社

AA130143 鴛谷 くに子

郡上市国保白鳥病院

045-367-1165
kogane@akanekai.or.jp

栄養課

090-2636-4616
092-674-4800

okada@medicalbrain.jp

栄養科

AA130145 森山 廣江

moriagirlhiro@ezweb.ne.jp

090-4295-5965

AA130157 長村 明日美 医療法人三九会 三九朗病院
AA130158 小野 弘子

093-951-3734

診療支援部 栄養

特別養護老人ホーム ひた翠明館

0565-32-0282

fukuchan@b-net.kcv.jp

0973-22-7220

AA130163 麻生 廣子
AA130164 衛藤 智子

大分県豊後大野市役所

AA130177 小栗 雅子

中京学院大学中京短期大学部

AA130179 大倉 節子

京都訪問栄養士ネット

市民生活課 健康推進室 0974-22-1001

健康栄養学科

etoki1do@oct-net.ne.jp

masako-o@chukyogakuin-u.ac.jp

AA130182 小岩井 雪子
AA130183 二川 智英美 医療法人一真会 川人外科 内科

0974-26-2016

087-899-1212

AA130184 塩満 清華

公益社団法人鹿児島共済会 南風病院

AA130187 平池 妙子

社会医療法人社団 大久保病院

栄養科

099-223-1568

090-7384-3170

s-shiomitsu@nanpuh.or.jp bon.bon3181@gmail.com

0974-64-7777

AA130188 井上 志保

鹿児島県

九州

大分県

九州

神奈川県

関東

AA130189 竹田 俊子

0238-43-2877

toshiko@aioros.ocn.ne.jp

山形県

関東

AA130195 内田 祐子

047-322-8188

YRQ02257@nifty.ne.jp

東京都

関東

ootsuhope0202@yahoo.co.jp

山梨県

関東

yoshino_hp@kyouaikai.or.jp sunada_eiyoo@yahoo.co.jp

岡山県

関西

inaneiyoka@gmail.com

高知県

関西

三重県

東海

山形県

関東

兵庫県

関西

AA130213 遠藤 愛

岩手県

関東

AA130217 小林 優子

埼玉県

関東

AA130219 溝口 香奈子

奈良県

関西

京都府

関西

北海道

北海道

埼玉県

関東

兵庫県

関西

滋賀県

関西

神奈川県

関東

山口県

関西

鹿児島県

九州

京都府

関西

千葉県

関東

長崎県

九州

AA130197 若狭 綾子

介護老人保健施設 大津ケアセンター

055-244-0202

AA130201 砂田 眞紀

一般財団法人共愛会 芳野病院

0868-54-0710

AA130202 黒石 美由紀 医療法人聖真会 渭南病院

090-7502-0710

0880-82-1151

AA130203 東脇 美代子
AA130206 柿崎 明美

認定栄養ケア・ステーションD_june(だじゅね）

0233-22-6265

AA130209 今井 香織

医療法人社団青山会 復井診療所

0794-66-7318

AA130223 松木 さなえ

一般財団法人仁風会 嵯峨野病院

AA130229 一色 恵

株式会社まつもと薬局

0155-41-9333

AA140231 西川 えみ

社会医療法人 さいたま市民医療センター

048-626-0011

AA140233 細川 佐都美 阪神医生協診療所

栄養管理室

090-4551-4790

ake1979mine@gmail.com

ma-eiyo@aioris.ocn.ne.jp
emi1216.24kw@docomo.ne.jp

090-9850-1324

06-6488-8684

AA140234 浅岡 紅美子 地域栄養士活動 自主グループ 「ぴーまん食楽部」

ake1979mine@gmail.com

satomi_hosokawa@hansiniseikyo.or.jp

090-1918-8648

kumimaru@e-omi.ne.jp

AA140235 宮司 智子

医療法人新都市医療研究会「君津」会 南大和病院

栄養部

046-269-2411

AA140236 林 若菜

岩国市立美和病院

栄養科

0827-96-1155 0827-72-2915

m50180@city.iwakuni.lg.jp

AA140237 中島 あきみ

南鹿児島さくら病院

栄養科

099-253-7272

anakashima@nissyoukai.or.jp akimi11-1107@docomo.ne.jp

AA140238 安達 唯

医療法人社団石鎚会 田辺中央病院

臨床栄養部

0774-63-1111 090-8820-9745

eiyou-1151@sekitetsukai.or.jp

AA140239 門田 純子

医療法人社団よつ葉会 介護老人保健施設 ふなばし光陽 栄養科

食養課

095-839-5587

AA140241 本多 洋子

診療部栄養科

0465-34-3444

m06kgx1afd@hi3.enjoy.ne.jp

kosachan.sound-s_01.0926@docomo.ne.jp

yuugikai@silk.ocn.ne.jp
0465-35-3639

090-6675-7880

AA140242 時岡 奈穂子 はみんぐ南河内

eiyouka@minamiyamato-hosp.or.jp tomomomotomomo@gmail.com

047-456-2661

AA140240 園田 由美子 介護老人保健施設 ハーモニーガーデン
医療法人帰陽会 丹羽病院

0463-59-7193

niwa-eiyou@kiyoukai.jp

mych7.honda@sky.plala.or.jp 神奈川県
大阪府

関西

新潟県

関東

兵庫県

関西

鹿児島県

九州

兵庫県

関西

umaki0827tamanao@i.softbank.jp

東京都

関東

tomorin@jomon.ne.jp

青森県

関東

福岡県

九州

和歌山県

関西

富山県

東海

富山県

東海

東京都

関東

茨城県

関東

東京都

関東

奈良県

関西

埼玉県

関東

haming_minamikawachi@yahoo.co.jp

AA140246 佐藤 尚美

介護老人保健施設 マチュアハウス横越

栄養科

0250-61-5050

AA140248 山本 明子

医療法人財団春日野会 春日野会病院

栄養管理室

078-221-6221 078-219-9617

eiyou@kasuganokai.com

AA140249 奥 珠美

医療法人慈和会 大口病院

栄養科

0995-22-0336

okuchi_hosp@po5.synapse.ne.jp tamami7923@yahoo.co.jp

0250-24-7017
0995-22-6806

nyopikousagi@yahoo.co.jp

AA140250 足立 美樹
AA140255 宇田 真紀子 かちどき薬品株式会社

総務課

AA140257 中村 知子
AA140258 栁 町子

m.uda@kachidokikk.co.jp

03-3667-1616
090-9031-5385

介護老人保健施設 城山荘

栄養科

0946-22-1051

092-985-2795

siroyama@d8.dion.ne.jp

AA140260 牛居 多詠
AA140262 五十嵐 小百合

0766-62-0010

AA140265 中曽根 るみ 社会福祉法人戸出福祉会 特別養護老人ホーム だいご苑
AA140266 波多野 桃

医療法人輝生会 初台リハビリテーション病院

AA140267 櫻井 栄子

やまぶき居宅介護支援事業所

AA140268 山岸 由佳

クオール薬局

栄養部

03-5365-8523

恵比寿店

03-5721-8541

AA140269 八木 万希子 重症心身障害児学園･病院 ﾊﾞﾙﾂｧ･ｺﾞｰﾃﾞﾙ

栄養課

0742-21-7111

AA140272 島村 郁子

臨床栄養科

048-252-4873

川口工業総合病院

guatemalanioidette8@yahoo.co.jp

yamabuki@theia.ocn.ne.jp

029-257-7715

eiyouka@valsta.jp
090-4237-3350

関東

shimamura@pure.ocn.ne.jp

山形県

関東

神奈川県

関東

福岡県

九州

愛知県

東海

青森県

関東

長野県

関東

神奈川県

関東

山口県

関西

埼玉県

関東

東京都

関東

愛知県

東海

東京都

関東

大分県

九州

青森県

関東

岡山県

関西

北海道

北海道

岡山県

関西

宮城県

関東

福岡県

九州

京都府

関西

静岡県

東海

047-454-7533

千葉県

関東

029-240-3800

茨城県

関東

鹿児島県

九州

神奈川県

関東

鹿児島県

九州

富山県

東海

n.eiyou-cs@forest.ocn.ne.jp kawa2707@herb.ocn.ne.jp

新潟県

関東

奈良県

関西

奈良県

関西

愛知県

東海

福島県

関東

東京都

関東

山梨県

関東

富山県

東海

神奈川県

関東

長崎県

九州

広島県

関西

神奈川県

関東

usako0207@da2.so-net.ne.jp

東京都

関東

osawa.1q5@icloud.com

新潟県

関東

sako114.dct@gmail.com

埼玉県

関東

AA140273 竹田 美喜子

090-4048-2994

AA140276 花本 美奈子 栄養ケアサポートLINKのぼりと

050-3383-4206

link-noborito@everynet.jp

AA140277 原口 明子

独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院

0942-94-2048

eiyouhigasisaga@yahoo.co.jp hara_aki_0276@yahoo.co.jp

AA140278 神谷 聡美

福祉の幸 ケアプラン鶴里

052-823-0005

AA140280 其田 静江
AA140282 藤岡 由美子 松本大学 人間健康学部

健康栄養学科

yumiko.fujioka@matsu.ac.jp

0263-48-7325

AA140285 上池 美勢子

miseko@mbk.nifty.com

045-785-5021

AA140287 縄田 公子

qqd46g4d@juno.ocn.ne.jp

AA140289 倉橋 紀子
AA140290 松本 直子

青横ファーマシー薬局

03-5461-8255

n-negishi@apx.co.jp

AA140293 木原 八千代 岡崎東病院

栄養課

0564-22-6616 0564-25-5704

kihara1013@yahoo.co.jp

AA140295 土田 希

栄養科

03-5787-2211

sanchan-daiichi@nifty.com nonnon0523n_n@yahoo.co.jp

三軒茶屋第一病院

AA140296 德尾 典子

042-795-7469

kihara1013@yahoo.co.jp

090-7980-8646

AA140298 蝦名 宏美
AA140301 武田 陽子

医療法人思誠会 渡辺病院

栄養科

0867-72-2123

AA140302 谷 文乃

医療法人重仁会 大谷地病院

栄養部

011-891-3737

AA140304 松尾 一美

医療法人敬和会 近藤病院

栄養管理部

0867-44-2671 0867-56-3144

AA140306 塩野﨑 淳子 仙台往診クリニック

医療部

022-212-8501

AA140307 杉原 千恵

栄養課

092-935-3755

医療法人社団正信会 水戸病院

y-takeda@watanabe-byouin.or.jp syoukoushi2743@gmail.com

eikan@kondo-hospital.or.jp
mito-eiyou@s-mito.org

AA140308 河上 澄子
AA140311 青木 敏子

特別養護老人ホーム 遠州の園

AA140315 中村 紀子

習志野市役所

AA140317 野上 智史

日本赤十字社茨城県支部乳児院

0538-38-2145
高齢者支援課

aoki@tohtoumi-kouseien.or.jp

AA140319 吉永 悦子
AA140320 斎野 容子

独立行政法人 地域医療機能推進機構 横浜中央病院

栄養管理室

AA140323 和田 みい子 特別養護老人ホーム 賀寿園

栄養課

AA140325 坂井 亜紀

診療技術部 栄養管理科 兼 看護介護部通所リハビリ科

医療法人財団五省会 介護老人保健施設 みどり苑

099-472-5555

090-7580-6717

AA140326 川村 美和子 公益社団法人新潟県栄養士会 栄養ケアステーション

025-224-5966

AA140328 藤村 真依

医療法人悠明会 在宅支援いむらクリニック

0743-55-0207 0745-78-5210

info@imura-clinic.jp

AA140330 豊田 綾子

地域栄養ケアセンター とよだ

0745-55-4711

eiyoutoyoda@gmail.com

AA140332 安藤 満里

医療法人あいち診療会 あいち診療所 野並

052-895-6637 052-773-0008

AA140333 菊地 協子

025-267-6941

gajuen@kyai.jp

0241-86-2513

AA140334 菊田 佐和子 社会福祉法人正吉福祉会 こまえ正吉苑

栄養調理チーム

03-5438-0555

042-316-6386

AA140335 柿島 穂津美 社会福祉法人興邦会 特別養護老人ホーム しもべ荘

栄養課

0556-20-3111

0556-62-2929

AA140337 野口 久子

特別養護老人ホーム ささづ苑

栄養管理室

076-467-1000 076-482-5823

AA140339 田原 治子

社会福祉法人伸こう福祉会 特別養護老人ホーム クロスハート幸・川崎

AA140340 岸川 さや香

医療法人 きたやま泌尿器科医院

ribonnokisi999@docomo.ne.jp

necco.eiyou@gmail.com

framboise-ankyo@kmj.biglobe.ne.jp

komae@shoukichi.org
cyubou@sasazuen.or.jp

spzs4nd9@tune.ocn.ne.jp

0956-24-3311

AA140342 中尾 美恵
AA140344 渡辺 典子

介護老人保健施設 横浜あおばの里

栄養科

045-978-5310

045-983-0927

AA140346 渡邊 真紀子 地域食支援グループ ハッピーリーブス

090-5765-8999 090-5765-8999

AA140347 小幡 郁子

特別養護老人ホーム うかじ園

025-794-6000

AA140352 清水 里子

医療法人秀和会 秀和総合病院

栄養科

048-737-2121

090-2179-6681

aoba-eiyo-kk@aobanosato.com nabe-f@j07.itscom.net

happyleaves8@gmail.com

AA140353 戸次 由実子 医療法人社団まほし会 真星病院

栄養科

兵庫県

関西

AA140356 押方 よしみ

高千穂町国民健康保険病院

給食室

宮崎県

九州

AA140357 葉山 佳実

医療法人社団 池垣クリニック

兵庫県

関西

AA140358 曽川 典美

井上記念病院

eiyou@inouemh.or.jp

千葉県

関東

AA140360 強矢 和子

有限会社秩父薬剤師会調剤センター 寺尾薬局

kanribu@center.email.ne.jp

埼玉県

関東

mkita@kis-kobe.co.jp

兵庫県

関西

thanksgive@outlook.com

愛媛県

関西

scb59443@meg.winknet.ne.jp

兵庫県

関西

東京都

関東

東京都

関東

東京都

関東

埼玉県

関東

石川県

東海

静岡県

東海

熊本県

九州

富山県

東海

東京都

関東

東京都

関東

埼玉県

関東

神奈川県

関東

千葉県

関東

大阪府

関西

078-707-2828
栄養課

043-245-8800

090-4004-6285

0494-24-5581

AA140361 喜多 雅子

078-705-2410

AA140363 中村 由美
AA140364 桑田 千代美 安富診療所

栄養指導

0790-66-2387 0790-66-3282

AA140365 坪井 由季

管理課 給食係

042-493-5551

東京都清瀬喜望園

AA150368 高山 真知子

kumu3daime@yahoo.co.jp

090-7421-0954

AA150369 佐藤 淑子

介護老人保健施設 いずみ

03-5838-2277

090-4841-3219

AA150370 鈴 雅美

社会福祉法人桑の実会 特別養護老人ホーム康寿園

04-2969-7711

04-2963-1683

AA150371 奥村 加奈美 特別養護老人ホーム 彦三きらく園

076-223-6611

090-9445-1947

AA150372 濱田 雅子

有限会社サングリーン薬局

054-251-8210

AA150373 門岡 和代

社会福祉法人諒和会 特別養護老人ホームさくらの苑

096-311-4333

koju-kwa@kuwanomi.or.jp
kanami@384.jp
kie-1204-@hotmail.co.jp

090-8918-6450

AA150374 篠田 末寿美 医療法人社団秋桜 丸川病院
AA150376 渡邉 明美

社会福祉法人財団仁医会 牧田総合病院

03-3762-4671

AA150377 小形 美乃

横山歯科医院

042-325-0448

AA150378 松澤 弘美

八潮中央総合病院

048-996-1131

AA150380 佐藤 孝子

あゆみ合同会社

0554-56-7600

camellia3@kzh.biglobe.ne.jp

090-3691-0564
070-1270-3058

ayumi-kaigo@mist.ocn.ne.jp Koko-sato@outlook.jp
koko.taguchi328@gmail.com

AA150381 田口 厚子
AA150383 田井 知絵

社会福祉法人大道会 ボバース記念病院

AA150385 濱崎 かおり

玉名地域保健医療センター

0968-72-5111

熊本県

九州

AA150386 山田 恵

日南町役場 福祉保健課

0859-82-0374

鳥取県

関西

岡山県

関西

茨城県

関東

愛媛県

関西

茨城県

関東

nakapyon@jcom.home.ne.jp

東京都

関東

AA150387 森 愛弥子
AA150389 冨田 睦美

特別養護老人ホーム わたらせ

AA150390 宮田 恵子

医療法人社団酉仁会 浦屋病院

vitaminkei.221@gmail.com

089-943-0150

AA150395 古谷野 浩子 医療法人慈厚会 野上病院

029-822-0145

AA150396 中 文美

鶴間かねしろ内科クリニック

046-271-7410

AA150397 豊島 つぐみ

社会福祉法人春風会 伊豆中央ケアセンター

0558-72-8111

0558-83-1757

care8111@chive.ocn.ne.jp cherry-blossom@ai.tnc.ne.jp

静岡県

東海

AA150400 瀬尾 早百合 赤穂市立介護老人保健施設

0791-42-1005

0791-45-2258

roken-ako@cap.ocn.ne.jp

兵庫県

関西

AA150401 村上 有紀

0192-53-1877

090-2799-7394

岩手県

関東

神奈川県

関東

山梨県

関東

神奈川県

関東

富山県

東海

千葉県

関東

山口県

関西

介護老人保健施設 松原苑

090-8852-5325

sayuss@oak.ocn.ne.jp

AA150403 梅村 佳代子
AA150406 本田 和子

社会福祉法人永寿会 特別養護老人ホーム富士山荘

AA150407 藤田 かほる

独立行政法人 国立病院機構 神奈川病院

AA150408 藤田 美智子 老人保健施設 白雲荘

ofujisan@comlink.ne.jp

0555-85-2878

fujita-k@hosp.go.jp
076-493-6000

090-4321-7925

AA150410 浜地 直美

hiro-hamachi@mve.biglobe.ne.jp

AA150413 上田 小由美 医療法人光輝会 光輝病院
AA150417 櫻井 浩恵

恵仁福祉協会 高齢者総合福祉施設 アザレアンさなだ

0268-72-2781

090-4606-4150

ringo_ichigo_o0o0o0o@yahoo.co.jp

長野県

関東

AA150418 桑原 愛

越谷誠和病院

048-966-2711

090-7286-5116

ai3034ataru@yahoo.co.jp

埼玉県

関東

AA150419 築城 清夏

社会福祉法人健成会 特別養護老人ホーム みゆき園

096-379-3666

090-9481-9373

熊本県

九州

神奈川県

関東

AA150420 中野 久美子

0467-44-4220

s-shimoda@miyukinosato.or.jp

knakano@boreas.dti.ne.jp

宮城県

関東

鹿児島県

九州

栃木県

関東

兵庫県

関西

AA150425 山本 早苗

京都府

関西

AA150428 中村 まさ子

東京都

関東

AA150421 松根 有里

介護老人保健施設 泉翔の里

AA150422 久木山 智子 林泌尿器科クリニック

0996-64-8800

AA150423 鈴木 ひとみ

特別養護老人ホーム 豊幸の郷 石井

028-683-3311

AA150424 小田 恵子

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団 介護老人保健施設 ケアハイツいたみ

072-773-2286

AA150430 今村 佳代

医療法人 広川病院

０943-32-6237

AA150432 池村 敏子

meet111327@yahoo.co.jp

080-1726-8851

eiyouka@friend.ocn.ne.jp

090-5740-6237

toratora_miffy@kfx.biglobe.ne.jp

福岡県

九州

0595-82-1922

ikemura.takehito@sky.plala.or.jp

三重県

東海

富山県

東海

石川県

東海

eiyou-1@tumama.jp

AA150434 尾先 世佳子 特別養護老人ホーム つまま園

0766-72-4165

090-8241-5388

AA150436 徳川 ひとみ

医療法人社団浅川 桜ヶ丘病院

076-258-1454

076-287-1469

AA150437 中田 悦子

船橋ケアセンター

047-449-7007

千葉県

関東

AA150438 加藤 寿子

小川医院

076-261-8821

石川県

東海

宮城県

関東

東京都

関東

広島県

関西

山形県

関東

千葉県

関東

東京都

関東

大阪府

関西

奈良県

関西

兵庫県

関西

三重県

東海

AA150440 横山 純子

junkoyokoyama87@gmail.com

080-6039-7073

AA150443 大井 亜衣

医療法人社団 輝生会 初台リハビリテーション病院

AA150446 安原 加奈

特定医療法人社団 宏仁会 寺岡整形外科病院

084-923-0561

kanakana2101@yahoo.co.jp

080-1913-0994

AA150448 菊地 奈穂子 社会医療法人 公徳会 介護老人保健施設 ドミール南陽
AA150450 山本 美幸

04-7167-0622

AA150451 麥田 圭子

特別養護老人ホーム さんじゅ久我山

03-5346-5351

AA150452 小林 広明

済生会 野江病院

06-6932-0401

AA150455 谷迫 由希

国保中央病院

AA150456 濱本 牧子
AA150457 川邊 緑

0743-79-1424

hiroaki.kobayashi@noe.saiseikai.or.jp

shorinkomei@i.softbank.jp

080-3102-1824
敬愛会 長谷山寮

059-237-3220

090-4080-3391

haseyamaryou@ztv.ne.jp

kwb12@ztv.ne.jp

AA150458 川崎 伊紀子 特別養護老人ホーム 鳳鳴苑

0766-31-4567

富山県

東海

AA150459 吉田 文代

0972-23-8623

大分県

九州

新潟県

関東

東京都

関東

東京都

関東

鹿児島県

九州

三重県

東海

mittie-yuzu.stars0929@docomo.ne.jp

東京都

関東

fumiki@mx5.tiki.ne.jp

山口県

関西

静岡県

東海

埼玉県

関東

熊本県

九州

nutri.chisato.k@gmail.com

AA150461 川上 知里
AA150462 田中 美江子 医療法人財団 緑秀会 田無病院

042-461-2682

AA150463 鈴木 順子

042-392-1101

緑風荘病院

AA150465 橋之口 裕華 鹿児島市役所 健康福祉局 すこやか長寿部 指導監査課

june-su@ever.ocn.ne.jp

090-4950-6711

099-216-1240

AA150466 篠原 枝里子 おひさま在宅クリニック
AA150467 倉橋 道代

地域栄養サポート自由が丘

03-3718-9907

090-5497-2154

AA150468 松村 史樹

食のこんしぇるじゅ

0835-21-0167

090-6433-4810

fumiki@mx5.tiki.ne.jp

AA150469 佐々木 和子 真養会 田沢医院

055-962-1205

090-9921-3610

tazawa-clinic@bell.ocn.ne.jp tmhs@za.tnc.ne.jp

AA150472 道祖土 世史子 特別養護老人ホーム 悠久園

049-295-9702

049-297-0777

AA160474 佐藤 由紀

saido_0104@yahoo.co.jp

合志第一病院

AA160477 吉田 美代子 医療法人社団 龍岡会

03-3811-0088

home-nutrition@mct.or.jp

東京都

関東

AA160478 丸山 由紀子 長野県立こころの医療センター駒ケ根

0265-83-3181

komagane-eiyo@pref-nagano-hosp.jp

長野県

関東

AA160480 清木 智恵子 台東区社会福祉事業団 特別養護老人ホーム谷中

03-3824-1094

東京都

関東

AA160481 後藤 史子

大館市立総合病院

0186-42-5370

0186-49-0228

eiyou@odate-hp.odate.akita.jp hayashu88116@ezweb.ne.jp

秋田県

関東

AA160482 須長 ますみ

岡村記念病院

055-973-5203

080-3629-0897

sunaga@okamura.or.jp

静岡県

東海

AA160483 小川 豊美

株式会社とよみ

0235-33-8571

090-5230-0742

info@toyomi-rd.jp

山形県

関東

兵庫県

関西

神奈川県

関東

AA160484 藤井 伊都子
AA160485 森谷 玲子

masumi-s@ny.thn.ne.jp

06-6350-1110
医療法人社団哺育会 桜ヶ丘中央病院

046-269-4111

090-2448-5923

sakuragaoka-eiyou@sakura-hp.or.jp

sakura.morimori@ozzio.jp

AA160486 吉田 陽子

沖縄県

九州

AA160488 なし

福岡県

九州

AA160489 なし

長崎県

九州

fhiro@spice.ocn.ne.jp

熊本県

九州

chi0510@agate.plala.or.jp

兵庫県

関西

京都府

関西

東京都

関東

東京都

関東

兵庫県

関西

AA160497 片岡 文乃

兵庫県

関西

AA160498 なし

栃木県

関東

宮城県

関東

福岡県

九州

兵庫県

関西

千葉県

関東

長野県

関東

青森県

関東

大阪府

関西

東京都

関東

福島県

関東

大阪府

関西

AA160513 なし

長野県

関東

AA160514 飯島 令子

山梨県

関東

AA160515 なし

大分県

九州

AA160516 柳沢 恵未

東京都

関東

東京都

関東

AA160519 辻 智子

三重県

東海

AA160520 なし

宮崎県

九州

東京都

関東

埼玉県

関東

AA160490 福島 宏美

特定医療法人谷田会 谷田病院

096-234-1248

090-4775-8947

eiyou@yatsuda-kai.jp

AA160491 建部 千鶴
AA160492 中山 澄加
AA160493 堀口 栄子

03-3939-0763

社会福祉法人みその福祉会 特別養護老人ホーム ケアタウン成増

mintkenhg@dolphin.ocn.ne.jp

03-3923-3983

AA160494 福元 祐子
AA160496 加藤 亜希

介護老人保健施設 オパール

0794-66-0951

AA160499 佐藤 真由美 特別養護老人ホーム 一心苑

issin@rio.odn.ne.jp

0225-73-2323

AA160500 なし
AA160501 山本 恵子

JCHO神戸中央病院附属 介護老人保健施設

AA160502 下田 久美

医療法人社団睦会 いけだ病院

078-595-2323
栄養部

078-593-2718

047-472-7171

AA160507 市川 眞由美

kobe-shro@axel.ocn.ne.jp

keep-smile-k-k@yahoo.co.jp

Eiyou_ikeda_hp@mutsumi-kai.or.jp

0263-53-5764

AA160508 本間 奈々子
AA160509 井上 久美子 株式会社栄養管理サービス

06-6381-2777

AA160510 小平 千絵

042-460-7400

株式会社Five Trees 陽だまり栄養相談室

080-5312-9330

info@kirei.karada.com

ki935935@yahoo.co.jp

hidamari-eiyou@tanashi-hidamari.com

AA160511 五十嵐 恵
AA160512 岸本 延子

医療法人河北会 河北病院

栄養課

072-825-1248

AA160517 間宮 智子

AA160521 垣内 早苗

080-5322-8233

home@kahoku.or,jp

1129punipuni@zeus.eonet.ne.jp

sxpzn55u@i.softbank.jp

080-4913-5272

大泉生協病院

AA160522 なし
AA160523 河村 私恵

特定医療法人茜会 吉永内科

083-250-6220

山口県

関西

AA160524 友岡 俊子

医療法人社団 田村クリニック

0877-22-8391

香川県

関西

AA160526 野上 紗希

IMS横浜旭中央総合病院

045-921-6111

神奈川県

関東

AA160527 岩本 啓子

090-5576-0774

eiyouka@asahi-hp.jp

ainisaki@yahoo.co.jp

090-4928-8910

sin120232117@yahoo.co.jp

栃木県

関東

kao.misaki.0416@gmail.com

栃木県

関東

静岡県

東海

群馬県

関東

愛知県

東海

AA160528 見﨑 香織

IMSグループ 春日部中央総合病院

048-736-1528

080-3603-7126

AA160529 鈴木 由美

伊豆東部総合病院

0557-05-1151

090-2744-5934

AA160531 飯塚 桂

社会福祉法人マグノリア2000 特別養護老人ホーム シエステさとの花

027-321-2000

AA160532 なし
AA160533 宮本 由紀子 医療法人財団暁 あきる台病院

042-559-5763

090-2527-6749

eiyouka2@akirudai-hp.or.jp yukikoabok@kuc.biglobe.ne.jp

東京都

関東

AA160538 高橋 きみ子

社会福祉法人 合掌苑

042-799-0267

080-1133-1475

ktakahashi@gsen.or.jp

東京都

関東

AA160540 小山 彰子

鳥取福祉会 特別養護老人ホーム 若葉台

0857-38-6666

wakaba@tottorifukushikai.jp

鳥取県

関西

AA160542 池田 貴子

鴨川市役所 健康推進課 福祉総合相談センター

04-7093-1200

t_ikeda01@city.kamogawa.lg.jp

千葉県

関東

kimi.ta_8025_ma555@docomo.ne.jp

AA160543 冨田 美紀

特定医療法人社団愛有会 三愛病院

042-691-4111

090-1705-5736

AA160545 坪井 伸子

特別養護老人ホーム ハートフル

0575-23-7001

AA160547 高橋 瑞穂

ミドリ薬局駅前店

03-5752-5338

AA160548 玉田 夏美

グループホーム・デイサービスセンター 太陽の家

059-383-8383

059-381-3080

AA160550 島田 淳子

食＆健康デザイン オフィスJUN

075-778-0496

090-6757-7123

eiyou@sanai-hos.jp

tomimiki0521@yahoo.co.jp

heartfull@ip.mirai.ne.jp
natsu.tama@nifty.com
judysmile@rainbow.biglobe.ne.jp

AA160552 松尾 美穂子
AA160553 下山 典加

0493-21-5570

東松山市社会福祉協議会 総合福祉エリア 総合相談センター

AA160556 田中 芽衣子 特定医療法人博愛会 博愛会病院

092-741-2626

090-6423-7703

AA160557 根本 文子

株式会社ツクイ

080-9716-2291 090-1425-6791

AA160558 中村 邦宏

社会医療法人仁寿会 加藤病院

0855-72-0640

eiyou2626@hakuaikai.or.jp
fmk-nemoto@tsukui.net

社会医療法人仁寿会 加藤病院

関東

埼玉県

関東

福岡県

九州
関東

kouryouen@athena.ocn.ne.jp miyukki.f.1456@outlook.jp

山口県

関西

山口県

関西

神奈川県

関東

大阪府

関西

佐賀県

九州

栃木県

関東

宮城県

関東

三重県

東海

090-6481-0349

静岡県

東海

072-235-0090

大阪府

関西

大阪府

関西

三重県

東海

千葉県

関東

06-6791-7800

AA160567 松永 久美子 独立行政法人地域医療機能推進機構 伊万里松浦病院

0955-28-3100

080-6314-9996

nis_09066070179@ezweb.ne.jp

0955-28-4580

matsunaga-kumiko@imari.jcho.go.jp

sz773238@kj8.so-net.ne.jp

AA160568 なし

keichouen@trd.ocn.ne.jp

0226-21-1221

AA160570 藤原 由貴

sou.0912ken.1120@docomo.ne.jp

t.matsushita@maki-group.jp

06-6955-4865

AA160575 大門 幸美

090-7675-3264
葵介護サービス

神奈川県

関東

AA160566 村田 味菜子 医療法人社団日翔会 生野愛和病院

AA160577 飯田 千鶴

関西

埼玉県

AA160565 南 加奈子

おとしよりすこやかセンター北部館 指定管理者・特定医療法人清翠会

京都府

m_tokita@jin-an.or.jp

0827-63-1141

AA160574 松下 智恵

東海

関西

AA160564 藤井 忍

栄養課

三重県

島根県

0836-32-1321

AA160572 杉村 亜希子 医療法人頌徳会 日野病院

関東

関東

AA160563 藤井 美由紀 障害者支援施設 高嶺園

AA160571 後藤 美穂

東京都

茨城県
0480-40-1311

特別養護老人ホーム 恵潮苑

東海

関西

AA160561 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

AA160569 芳賀 広子

岐阜県

島根県

0855-72-0640

特定医療法人南和会 介護老人保健施設みどり荘

関東

ne.san.go.zero@docomo.ne.jp 神奈川県

AA160559 西野 織衣
AA160560 大野 美穂

東京都

047-710-3152

090-1730-9075

info@aoikaigo.co.jp

takefumi4124@tbz.t-com.ne.jp

AA160578 菅原 久美子 医療法人久遠会 鎌田内科クリニック

019-636-1725

岩手県

関東

AA160579 目附 裕子

0765-22-5053

富山県

東海

y-katou@apx.co.jp

東京都

関東

ai.satomura@incloud.com

愛知県

東海

兵庫県

関西

神奈川県

関東

宮崎県

九州

千葉県

関東

神奈川県

関東

東京都

関東

神奈川県

関東

大阪府

関西

奈良県

関西

長野県

関東

koyama-hp@momoha.or.jp

静岡県

東海

komatsu@pharma-plus.co.jp rrinrrko@gmail.com

群馬県

関東

蒲田クリニック

AA160582 加藤 由圭里 青横ファーマシー薬局 大井町店

03-5780-0066

AA160583 里村 愛

地域ステーションはらぺこスパイス（杉浦医院）

052-755-8861

AA170584 河内 清美

公益社団法人兵庫県栄養士会

078-251-5311

h-eiyou@portnet.ne.jp

AA170585 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

042-784-7227

eiyou@wagen-nagatake.jp

AA170586 本吉 佳世

0985-51-7575

独立行政法人地域医療機能推進機構 宮崎江南病院

052-832-1063

AA170590 村山 智香子
AA170593 渡辺 敦子
AA170595 所澤 和代

いなぎ高齢者栄養サポート「和」

042-378-2973

090-4531-1102

AA170597 渡部 弥生

医療法人ユニメディコ サンライズファミリークリニック

046-876-8811

080-5060-1009

AA170598 橋本 ちひろ

健成会 特別養護老人ホーム 加賀屋の森

06-6686-5301

080-5324-8909

AA170599 井坂 美甫

社会福祉法人敬信福祉会 特別養護老人ホーム あいの里竜間

072-869-0788

AA170602 松木 裕子

社会福祉法人聖母の会 聖母介護支援センター

0266-52-3512

AA170603 倉田 衣津子 医療法人財団百葉の会 湖山リハビリテーション病院

0545-36-2000

AA170605 小松 倫子

027-388-1170

プラス薬局 高崎吉井店

0266-57-0782
090-5195-1686

zazu8-10@nifty.com

zazu8-10@nifty.com
chihiro6315@yhoo.co.jp

kyotaku@seibonokai.com

hirfmi@po5.lcv.ne.jp

AA170606 大崎 貴代子 医療法人社団龍岡会 龍岡介護老人保健施設

03-3811-0088

t-nutrition@mct.or.jp

東京都

関東

AA170607 上野 樹世

（公社）兵庫県栄養士会 地域事業部 栄養ケアステーション

078-251-5311

h-eiyou@portnet.ne.jp

兵庫県

関西

AA170609 上杉 奈穂

宮崎県栄養士会 栄養ケアステーション

0985-22-6105

mz-eiyoushi@mx61.tiki.ne.jp

宮崎県

九州

AA170610 萩 富美子

特別養護老人ホーム マリアの園

香川県

関西

埼玉県

関東

大阪府

関西

埼玉県

関東

北海道

北海道

AA170611 矢島 純子
AA170612 野草 礼子

田中のりクリニック

072-995-3110

AA170615 秋野 明代

六ツ木診療所

03-3629-1661

AA170616 小柳 淳子

医療法人元生会 森山メモリアル病院

AA170617 瀬口 かおり

堀田病院

0978-73-4021

大分県

九州

AA170618 小山 幸代

特別養護老人ホーム 白寿荘西

0256-72-1077

新潟県

関東

AA170619 石川 靖子

医療法人社団輝生会 在宅総合ケアセンター元浅草

03-5828-8031

東京都

関東

AA170620 細川 悦子

医療法人葵会 もりおか往診クリニック

019-614-0133

岩手県

関東

AA170621 藤江 裕子

出雲市民病院

島根県

関西

富山県

東海

n-poke184@nifty.com

埼玉県

関東

suizu@yamaguchi-pu.ac.jp sakura935@i.softbanlk.jp

山口県

関西

大阪府

関西

奈良県

関西

栄養部

0166-55-2000

AA170622 織田 英子
AA170625 早川 恵

090-8823-9644

honohono381007@yahoo.co.jp

memoriaru.nst@citrus.ocn.ne.jp

m-eiyo@kiseikai-reha.com

090-9766-7225
NPO法人 ぽけっとステーション

048-465-8833

AA170626 水津 久美子 山口県立大学

083-929-6407

AA170627 豊川 美代子

080-3882-1682

toyokawa.miyoko@icloud.com

06-6394-0526

AA170629 杉本 共美
AA170631 山口 仁美

医療法人社団創生会 町田病院

042-789-0502

東京都

関東

AA170632 福士 一恵

特別養護老人ホーム 暢寿園

0123-24-7922

北海道

北海道

沖縄県

九州

鹿児島県

九州

AA170635 小川 保人

静岡県

東海

AA170637 中路 和子

千葉県

関東

富山県

東海

大阪府

関西

福岡県

九州

大分県

九州

093-653-2122

徳島県

関西

0885-37-1559

徳島県

関西

愛知県

東海

島根県

関西

AA170633 比嘉 聡子
AA170634 上野 真理子 曽於医師会 介護老人保健施設 ありあけ苑

AA170638 神田 美佐子 特別養護老人ホーム 射水万葉苑
AA170639 板倉 さくら

0766-82-8282
072-646-5395（直通）

デイサービスセンター 駅前横丁おこめ

itakura.s@helper.co.jp

072-646-5319（代表）

AA170641 竹下 舞

(株)麻生 飯塚病院

AA170642 廣瀬 明子
AA170643 木村 由香

医療法人ふらて会 西野病院

AA170644 井上 奈緒美 医療法人松風会 江藤病院
AA170645 小川 めぐみ
AA170646 安食 祥子

出雲市民リハビリテーション病院

0853-21-2733

0853-63-4093

AA170647 藤川 里美

江別市立病院

011-382-5151

北海道

北海道

AA170648 本多 千鶴

特定医療法人財団同愛会 博愛病院

0859-29-1100

鳥取県

関西

岐阜県

東海

島根県

関西

AA170649 長谷川 香絵 医療法人慶睦会 千手堂病院

058-251-3218

AA170650 馬庭 章子

医療法人医純会 すぎうら医院

0853-22-6669

AA170651 平栗 美紀

おだ内科

048-765-5057

048-769-6752

mikiyuuki1997@yahoo.co.jp

埼玉県

関東

AA170652 北村 裕二

社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会 吹田病院

06-6382-1521

080-3033-5997

yuujiworld_please@yahoo.co.jp

大阪府

関西

046-256-5111

090-6931-5517

神奈川県

関東

兵庫県

関西

福岡県

九州

AA170655 竹内 由希子 医療法人社団昌栄会 相武台病院

nutrition@smg-net.dom

y.take1011@gmail.com
710gohantabetai@gmail.com

AA170656 西河 紗登美
AA170657 堺 万紀子

senjyudo-eiyo@senjyudo.com

古賀市役所

予防健診課

092-942-1151

AA170659 廣瀬 冴香

愛知県

東海

AA170663 福井 紀子

奈良県

関西

AA170664 部谷 仁美

大阪府済生会 吹田病院

06-6382-1588

090-5013-1430

heya2373g@suita.saiseikai.or.jp heahea0920@gmail.com

大阪府

関西

AA170666 島田 天心

株式会社はーと＆はあとライフサポート

075-685-8139

080-3039-8539

t.shimada@810810.co.jp

大阪府

関西

埼玉県

関東

広島県

関西

tenakuto@gmail.com

AA170667 芳野 多香子

kaori_f0306@yahoo.co.jp

AA170668 西村 香織

医療法人社団仁風会 介護老人保健施設あすなろ

0823-42-1122

090-1350-7845

AA170669 舟島 香菜

桜井病院

0765-54-1800

富山県

東海

AA170671 金本 由紀子 医療法人医純会 すぎうら医院

0853-23-6669

島根県

関西

AA170675 小山 祐美子 (株)フォーラル ぽぷら薬局

049-232-3102

080-5469-8633

popura@forall.jp

埼玉県

関東

AA170676 佐々木 由紀子 山手台クリニック

045-443-9782

090-9417-2624

y_sasaki@meister-group.jp

yucchan.k.eiyou@n.vodafone.ne.jp

神奈川県

関東

mayumi_paradise@yahoo.co.jp

大阪府

関西

yoshiko.yfsg@rf8.so-net.ne.jp

東京都

関東

広島県

関西

岩手県

関東

広島県

関西

愛知県

東海

AA170677 池田 真弓
AA170678 安田 淑子

地域食支援グループ ハッピーリーブス

AA170683 楠本 明美

広島県西部保健所

AA180686 千葉 忍

医療法人仁恵医会（財団） 釜石のぞみ病院

AA180687 永野 美帆

医療法人社団二山会 宗近病院

AA180688 加藤 静香

医療法人いつき会 樹クリニック

090-7181-8598 090-7181-8598
0193-31-2300
デイケアほのぼの

honobono@youyou.or.jp

082-493-7300
0568-62-3101

mail@omusubi.kitchien

gohan.paku.paku@jcom.zag.ne.jp

東京都

関東

y-ido@baika.ac.jp

akbww905@tcn.zag.ne.jp

大阪府

関西

大分県

九州

愛知県

東海

AA180696 長 久美

広島県

関西

AA180698 清水 満里子 医療法人西山医院

滋賀県

関西

栃木県

関東

宮城県

関東

AA180691 瀧 真奈美
AA180692 井戸 由美子 梅花女子大学

食文化学部 栄養管理学科 072-643-6221

AA180693 藤原 典子

社会福祉法人敬和会 大分リハビリテーション病院

097-503-5000

AA180694 奥村 圭子

杉浦医院/地域ケアステーション はらぺこスパイス

0562-38-7855

AA180699 阿見 順子

サービス付高齢者向け住宅 フォレストいこい

028-680-6630

AA180700 髙橋 優子

一般財団法人片倉病院

0229-22-0016

090-8218-0964

eiyo-ok@yagoto-mori.com

090-6307-0160

kitchen@forestikoi.co.jp

mene_1996312_0227@yahoo.co.jp

eiyo@katakura-hospital.com

AA180701 筬島 優子

090-4785-6631

akinohiruca@gmail.com

愛媛県

関西

AA180702 堀川 浩子

090-9936-9035

hrkhrkw0309@icloud.com

静岡県

東海

0467-57-5780

sonomi1115@jcom.home.ne.jp 神奈川県

AA180703 井堀 園美

茅ヶ崎市立病院

0467-52-1111

AA180704 藤平 陽子

介護老人保健施設まつみ

0197-73-8811

AA180707 久永 文

神戸労災病院

078-231-5901

AA180708 本木 悦子

介護老人保健施設 白鷹あゆみの園

AA180709 矢治 早加

医療法人社団明正会 大髙在宅ケアクリニック

関東

岩手県

関東

kobe-eiyo@kobeh.johas.go.jp konbei@docomonet.jp

兵庫県

関西

0238-85-5678

etsuko_motoki@soumeikai.jp

山形県

関東

03-5672-1770

s-yaji@meisei-g.com

千葉県

関東

愛知県

東海

愛知県

東海

東京都

関東

宮城県

関東

愛知県

東海

神奈川県

関東

愛知県

東海

AA180721 小関 良子

宮城県

関東

AA180722 隅 淳子

奈良県

関西

栄養管理課

078-961-4871

AA180710 田内 由希子 おかやま糖尿病・甲状腺クリニック
AA180711 山谷 恵

老人保健施設 こもれびの里・高浜

AA180712 黒田 由紀

特別養護老人ホーム 山吹の里

0566-53-7777
栄養課

03-3981-5051

AA180713 柴田 早百合 静和会 特別養護老人ホーム 第二みやま荘

0223-23-0515

AA180716 下村 まゆみ ながしま内科

052-303-6615

AA180718 西田 菊美

社会福祉法人横浜市社会事業協会 横浜市多機能拠点 なごみクリニック

045-360-8180

AA180719 岩田 孝子

医療法人純正会 名古屋市立緑市民病院

052-892-1331

AA180724 佐藤 美香

大崎市民病院 鳴子温泉分院

0229-82-2311

AA180725 古田 結花

徳島県鳴門病院

088-683-1854

yuki_kuroda@frontier-sw.or.jp
ma-ok-shi911@mediacat.ne.jp

090-5619-3198

seibu-takinou@ysjk.jp

090-7334-8767

eiyo-naruko@h-osaki.jp

qqav5ty9@wonder.ocn.ne.jp

宮城県

関東

eiyo@naruto_hsp.jp

furuta-yuka@me.pikara.ne.jp

徳島県

関西

AA180726 音羽 啓司

社会福祉法人健生会 土庫病院

0745-53-5471

hittpy2021@yahoo.co.jp

0745-57-0468

AA180727 村田 美佐子

奈良県

関西

神奈川県

関東

山口県

関西

茨城県

関東

AA180728 鳥飼 浩子

防府市役所

0835-24-2161

AA180729 横田 きよ子

社会福祉法人台東区社会福祉事業団 特別養護老人ホーム三ノ輪

03-5603-2231

090-1772-4593

t-mino@bz03.plala.or.jp

k-yokota3923@jcom.home.ne.jp

AA180730 春口 佳美

医療法人社団昌栄会 相武台病院

046-256-5111

090-2206-8520

nutrition@smg-net.dom

haru-6290yosimi@docomo.ne.jp 神奈川県

AA180731 渋谷 裕代

特別養護老人ホーム 蔵前

03-3862-3033

090-2405-0228

kuraeiyo@seagreen.ocn.ne.jp shibu-y923@festa.ocn.ne.jp

AA180732 宮田 瑞枝

介護老人保健施設 ろうけん宮前

044-750-7010

080-1079-0924

m-miyata@rouken.miyamae.jp

0277-76-6311

090-7801-7054

eiyouka@toho-hp.jp

086-523-1234

090-3631-1304

tamakyoeiyou@mx2.tamatele.ne.jp

AA180734 五十嵐 桂子

kenkou@city.hohu.yamaguchi.jp

AA180735 新田 和子

倉敷医療生活協同組合 玉島協同病院

AA180736 星野 雅子

社会福祉法人ル・プリ 株式会社パールスタイル

AA180737 坂本 傳子

社会福祉法人弥栄福祉会 特別養護老人ホーム弥栄園

072-452-7025

090-2067-6376

AA180738 加藤 智美

一般財団法人仁風会 京都南西病院

075-922-0345

090-3654-4575

AA180742 北原 まき子

障害者支援施設 駒ヶ根悠生寮

0265-83-0611

090-1868-0000

AA180745 森 茂雄

JA愛知厚生連 稲沢厚生病院

0587-97-2131

東京都

関東

神奈川県

関東

kei35689@outlook.jp

群馬県

関東

kakomyhome@yahoo.ne.jp

岡山県

関西

神奈川県

関東

和歌山県

関西

sweet.potetomo@gmail.com

京都府

関西

kmakiko1025@yahoo.co.jp

長野県

関東

愛知県

東海

愛知県

東海

三重県

東海

島根県

関西

岡山県

関西

神奈川県

関東

兵庫県

関西

東京都

関東

t-yasaka@aioros.ocn.ne.jp parasite83@i.softbank.jp
k-yuusei@rindou.jp

AA180746 藤島 詩野
AA180748 谷中 由美

医療法人 桜木記念病院
0853-24-8041

AA180750 遊木 真由美 医療法人かんど会 介護老人保健施設ケアセンターかんど

0853-28-2341

carekand@yahoo.co.jp

yukmym1106@yahoo.co.jp

AA180751 浅野 直子
AA180752 増田 真希子 社会福祉法人敬心会 特別養護老人ホーム 栗原ホーム

eiyo@zama-keishinkai.or.jp

046-251-1166

can-1742@red.sansan-net.jp

090-1070-4512

AA180753 厚美 美枝

yuko_fujiwara@coralclinic.jp

03-5844-1133

関東

AA180755 藤原 裕子

コーラル江東居宅介護支援事業所

AA180756 宇野 理恵

多治見市役所

岐阜県

東海

AA180757 堀江 晃子

内藤病院

東京都

関東

広島県

関西

AA180764 山本 良

医療法人社団新東京石心会 さいわい鶴見病院

045-581-1417

AA180765 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
AA180766 三浦 栄子

blue-bird@angel.ocn.ne.jp

090-1680-7021

AA180762 中山 由理

津軽保健生活協同組合 健生病院

090-4124-9949

yamamoto-ryo@tsurumihp.jp ryoyamamoto1218@yahoo.co.jp 神奈川県

0479-79-1766

千葉県

関東

0172-55-7717

青森県

関東

香川県

関西

大阪府

関西

静岡県

東海

徳島県

関西

kashiwazaki0601@yahoo.co.jp

埼玉県

関東

eiyoubu@ajisai-s.or.jp

chiyotakatsuka@gmail.com

岡山県

関西

kikushu_satuki_eiyouka@yahoo.co.jp

usagi1130ashu38@gmail.com

大阪府

関西

北海道

北海道

兵庫県

関西

minako.uu@gmail.com

岐阜県

東海

hijirimamachan@docomo.ne.jp

兵庫県

関西

utdmym@gmail.com

AA180767 内田 真由美 介護老人保健施設 ポタラの森
AA180768 中嶋 佐知子 特定非営利活動法人 ななクラブ

nanaclub@r8.dion.ne.jp

072-820-7751

AA180771 近藤 真紀
AA180772 山本 若菜

株式会社グローバル・アシスト

eiyou@global-assist.net

088-611-0444
090-8518-5002

AA180773 柏崎 花織
AA180774 髙塚 千代

社会福祉法人誠和 特別養護老人ホームあじさいのおか牛窓

0869-34-6366

AA180775 吉田 芳子

医療法人菊秀会 皐月病院

06-6319-1191

AA180776 相馬 梨沙

社会福祉法人慈恵会

0142-68-6331

AA180778 岡本 依子

公立八鹿病院

栄養管理科

0869-93-3445
090-6263-3933

r-souma@jikeikai.or.jp

079-662-5555

AA180779 臼田 美菜子
AA180780 山本 知恵美 社会福祉法人財団 聖フランシスコ会 姫路聖マリア病院
AA180781 森下 美地

須波宗斉会病院

AA180782 長坂 恵樹子 医療法人みどり訪問クリニック
AA180783 福本 紘子
AA180785 髙阪 玲江

有限会社 徳吉薬局

関東

079-265-5111

0791-62-5003

nst@hijirimamachan.or.jp

0848-69-1888

090-6846-4634

sunami@ms1.megaegg.ne.jp

広島県

関西

052-680-7030

090-8322-8295

midori.homon.clinic@gmail.com sana-nagasaka@hotmail.co.jp

愛知県

東海

fukumoto@tokiyoshi-pharmacy.jp

鳥取県

関西

滋賀県

関西

070-3775-6348
077-525-1751

tamaeko1116@yahoo.co.jp

AA180786 佐々木 美穂 IMSグループ 横浜旭中央総合病院

eiyouka@asahi-hp.jp

045-921-6111

AA180787 山上 有梨
AA180789 桶川 久美

みその生活支援クリニック

AA180791 鬼頭 千佳子 医療法人社団ちとせ会 介護老人保健施設葵の園・ヨコハマ瀬谷
AA180792 阿部 彰子

医療法人起愛会 宇佐病院

AA180794 森島 絢子

社会福祉法人 聖隷福祉事業団

AA180795 地田 良子

医療法人社団七徳会 魚津病院

神奈川県

関東

宮城県

関東

042-765-1331

042-748-5289

神奈川県

関東

045-366-5777

045-367-1877

神奈川県

関東

0978-37-0485

080-6468-6959

大分県

九州

静岡県

東海

富山県

東海

0765-24-7671
090-2841-0139

sanada-23432@mifty.com

福島県

関東

097-521-0110

090-5921-0736

akittyo2010@yahoo.co.jp

福島県

関東

AA180798 福島 亜希子 介護老人保健施設ほくもう 北毛診療所

0279-60-5550

027-253-5172

yuatayu148ukikuu@outlook.jp

群馬県

関東

AA180805 松田 あすみ 一般社団法人 食べるサポート

06-7897-5155

大阪府

関西

kiyotora1217@gmail.com

北海道

北海道

sqdyh411@ybb.ne.jp

福岡県

九州

東京都

関東

広島県

関西

大分県

九州

岡山県

関西

広島県

関西

神奈川県

関東

東京都

関東

石川県

東海

石川県

東海

東京都

関東

長崎県

九州

AA180830 嶋田 裕美

福岡県

九州

AA180831 栗田 美穂

神奈川県

関東

AA180796 真田 久美子
AA180797 吉良 明代

AA180806 川畑 盟子

介護老人保健施設 大分豊寿苑

公益社団法人北海道栄養士会 栄養ケア・ステーション西胆振

AA180807 宇都宮 裕子 医療法人ひのき会 介護老人保健施設ひのき
AA180808 赤池 起子

社会福祉法人 江東園

090-5954-2084 0143-27-5330
092-567-8800

092-555-4190
090-6425-3099

03-3677-4611

080-1143-7243

kiyotora1217@gmail.com

iso_m_e_1011@yahoo.co.jp

0823-56-1799

AA180815 礒道 恵美
AA180816 中根 千弘

rouken@hokumou.coop

杵築市役所

0978-62-3131

090-5728-3737

AA180819 梅木 麻由美 つばさクリニック
AA180821 田坂 敦子

日立造船健康保険組合 因島総合病院

0845-22-2552

AA180822 内 有理子

さつきの里 あつぎ

AA180823 山川 美雪

社会福祉法人河北医療財団 あいクリニック

042-375-9581

AA180825 重吉 幸代

社会福祉法人 松寿園

0761-23-2765

AA180826 北山 絵美

医療法人社団洋和会 池田病院

AA180827 笹本 友里

医療法人社団創生会 町田病院

042-789-0502

AA180828 松尾 崇子

長崎市医師会保健福祉センター 通所介護事業所

095-818-6686

AA180832 田口 智紀
AA180833 矢吹 圭子

一般財団法人大原記念財団 大原綜合病院

024-526-0300

AA180834 山原 和子

津幡町国民健康保険直営 河北中央病院

076-289-2117

AA180835 田畑 文子

医療法人健生会 あんびる病院

099-248-2222

0845-28-1785

atsuko_ta@hitachizosen.co.jp atsustar.0821@icloud.com

m-yamakawa@kawakita.or.jp
0761-21-9764

sje-chori@po.incl.ne.jp

sachiyo@chime.ocn.ne.jp

sasamoto@machidahospital.jp

090-6797-8011

auhw0814019@yahoo.co.jp

東京都

関東

090-2245-4333

yabukin2007@yahoo.co.jp

福島県

関東

石川県

東海

鹿児島県

九州

広島県

関西

東京都

関東

北海道

北海道

千葉県

関東

k-yamahara@kahoku-hp.jp

AA180836 小柳 賀寿恵 T&Tタウンファーマ（株）
AA180837

介護老人保健施設 ゆうむ

AA180838 鵜飼 真千子 医療法人渓仁会 手稲家庭医療クリニック

011-685-3920

AA180839 岩田 佑美

プレーゲ船橋

047-410-8611

AA180841 本川 佳子

東京都健康長寿医療センター研究所

東京都

関東

AA180842 髙梨 さおり

千葉県こども病院

千葉県

関東

埼玉県

関東

神奈川県

関東

AA180844 吉田 三知代 社会福祉法人えがりて 特別養護老人ホーム吹上苑
AA180846 福田 順子

048-548-8801

k-y1016@docomo.ne.jp

090-2932-2669

080-6744-4491

m-yoshida@egarite.or.jp

michiyo1112@hotmail.com

