
1 青森県 浅利　由美子 アサリ　ユミコ

2 宮城県 伊藤　義博 イトウ　ヨシヒロ

3 群馬県 阿部　絹子 アベ　キヌコ

4 福井県 石川　仁子 イシカワ　ノリコ

5 岐阜県 高井　美帆子 タカイ　ミホコ

6 静岡県 久保田　美保子 クボタ　ミホコ

7 島根県 坂本　弘子 サカモト　ヒロコ

8 岡山県 渡邊　寛子 ワタナベ　ヒロコ

9 広島県 原　明美 ハラ　アケミ

10 長崎県 山本　環 ヤマモト　タマキ

11 熊本県 橋本　淨子 ハシモト　キヨコ

12 日本栄養士会 迫　和子 サコ　カズコ

令和元年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧

栄養改善事業功労者（12名）



1 岩手県 青山　裕二 アオヤマ　ユウジ

2 岩手県 川﨑　雅志 カワサキ　マサシ

3 宮城県 朴澤　泰治 ホウザワ　タイジ

4 福島県 紺野　信弘 コンノ　ノブヒロ

5 群馬県 田中　 進 タナカ　ススム

6 千葉県 今井　悦子 イマイ　エツコ

7 千葉県 西原　隆子 ニシハラ　タカコ

8 東京都 青木　隆子 アオキ　タカコ

9 東京都 佐藤　和人 サトウ　カズト

10 神奈川県 高橋　史江 タカハシ　フミエ

11 神奈川県 大迫　早苗 オオサコ　サナエ

12 山梨県 樋口　千鶴 ヒグチ　チヅル

13 愛知県 加藤　昌彦 カトウ　マサヒコ

14 京都府 伊藤　節子 イトウ　セツコ

15 大阪府 實寳　智子 ジッポウ　トモコ

16 大阪府 大関　知子 オオゼキ　トモコ

17 兵庫県 坂本　 サカモト　カオル

18 奈良県 上地　加容子 ウエジ　カヨコ

19 広島県 村上　淳 ムラカミ　ジュン

20 高知県 稲井　玲子 イナイ　レイコ

21 福岡県 古賀　信幸 コガ　ノブユキ

22 佐賀県 西岡　征子 ニシオカ　セイコ

23 鹿児島県 藤本　滋生 フジモト　シゲオ

令和元年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧

栄養士養成功労者（23名）



1 北海道 川畑　盟子 カワバタ　チカコ 21 石川県 水上　由紀美 ミズカミ　ユキミ 41 島根県 入江　明美 イリエ　アケミ

2 北海道 坂本　洋子 サカモト　ヨウコ 22 石川県 上田　広美 ウエダ　ヒロミ 42 岡山県 島本　恭子 シマモト　キョウコ

3 青森県 増村　睦子 マスムラ　ムツコ 23 福井県 加藤　みえ子 カトウ　ミエコ 43 山口県 岩武　瑞恵 イワタケ　ミズエ

4 青森県 磯嶋　利恵子 イソジマ　リエコ 24 山梨県 桂原　由味子 カツラハラ　ユミコ 44 山口県 内田　雄子 ウチダ　ユウコ

5 岩手県 小笠原　美津子 オガサワラ　ミツコ 25 山梨県 佐藤　秀子 サトウ　ヒデコ 45 徳島県 山下　ひろみ ヤマシタ　ヒロミ

6 岩手県 上野　照子 ウエノ　ショウコ 26 長野県 小林　悠子 コバヤシ　ユウコ 46 香川県 近石　敬子 チカイシ　ケイコ

7 宮城県 伊藤　文子 イトウ　フミコ 27 長野県 長田　八重子 オサダ　ヤエコ 47 愛媛県 十河　美保子 ソゴウ　ミホコ

8 秋田県 佐々木　ひとみ ササキ　ヒトミ 28 岐阜県 小林　典子 コバヤシ　ノリコ 48 高知県 森田　陽子 モリタ　ヨウコ

9 福島県 近内　千由里 コンナイ　チユリ 29 静岡県 鈴木　眞理子 スズキ　マリコ 49 高知県 小松　国子 コマツ　クニコ

10 福島県 小泉　弘子 コイズミ　ヒロコ 30 静岡県 石垣　範子 イシガキ　ノリコ 50 福岡県 樋口　則子 ヒグチ　ノリコ

11 茨城県 野上　久美子 ノガミ　クミコ 31 愛知県 上野　秀美 ウエノ　ヒデミ 51 福岡県 野見山　久美 ノミヤマ　クミ

12 群馬県 大澤　厚子 オオサワ　アツコ 32 三重県 中野　芳恵 ナカノ　ヨシエ 52 長崎県 松田　冨美 マツダ　フミ

13 埼玉県 改田　剛俊 カイダ　タケトシ 33 滋賀県 木寺　美知子 キデラ　ミチコ 53 長崎県 塩竈　由紀子 シオガマ　ユキコ

14 埼玉県 服部　栄子 ハットリ　エイコ 34 京都府 千葉　明美 チバ　アケミ 54 大分県 佐藤　桂子 サトウ　ケイコ

15 千葉県 箱山　妙子 ハコヤマ　タエコ 35 京都府 林　聡志 ハヤシ　サトシ 55 宮崎県 稲次　里美 イナツギ　サトミ

16 神奈川県 小沼　智子 コヌマ　トモコ 36 大阪府 房　晴美 ボウ　ハルミ 56 鹿児島県 山神　由美子 ヤマガミ　ユミコ

17 神奈川県 工藤　美香 クドウ　ミカ 37 大阪府 逵　妙美 ツジ　タエミ 57 沖縄県 山川　房江 ヤマカワ　フサエ

18 新潟県 真島　和徳 マジマ　カズノリ 38 兵庫県 高田　ちほ タカタ　チホ

19 富山県 矢後　恵子 ヤゴ　ケイコ 39 奈良県 谷本　百世 タニモト　モモヨ

20 富山県 辻　美千代 ツジ　ミチヨ 40 和歌山県 谷川　幸子 タニガワ　ユキコ

令和元年度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧

栄養指導業務功労者（57名）



1 北海道
社会医療法人康和会
札幌しらかば台病院

シャカイイリョウホウジンコウワカイ
サッポロシラカバダイビョウイン

2 岩手県 岩手県立中部病院 イワテケンリツチュウブビョウイン

3 岩手県
医療法人巖心会
栃内第二病院

イリョウホウジンガンシンカイ
トチナイダイニビョウイン

4 山形県
社会福祉法人輝きの会
総合福祉施設いきいきの郷

シャカイフクシホウジンカガヤキノカイ
ソウゴウフクシシセツイキイキノサト

5 群馬県
多野藤岡医療事務市町村組合
公立藤岡総合病院

タノフジオカイリョウジムシチョウソンクミアイ
コウリツフジオカソウゴウビョウイン

6 群馬県
特定医療法人群馬会
群馬病院

トクテイイリョウホウジングンマカイ
グンマビョウイン

7 埼玉県
医療生協さいたま生活協同組合
埼玉協同病院

イリョウセイキョウサイタマセイカツキョウドウクミアイ
サイタマキョウドウビョウイン

9 新潟県
医療法人社団敬成会
白根緑ヶ丘病院

イリョウホウジンシャダンケイセイカイ
シロネミドリガオカビョウイン

10 福井県 福井県立すこやかシルバー病院 フクイケンリツスコヤカシルバービョウイン

11 山梨県
医療法人慶友会
城東病院

イリョウホウジンケイユウカイ
ジョウトウビョウイン

12 山梨県
キヤノンファインテックニスカ株式会社
増穂事業所社員食堂

キヤノンファインテックニスカカブシキガイシャ
マスホジギョウショシャインショクドウ

13 愛知県
医療法人済衆館
済衆館病院

イリョウホウジンサイシュウカン
サイシュウカンビョウイン

14 兵庫県
社会福祉法人なごみ
特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム

シャカイフクシホウジンナゴミ
トクベツヨウゴロウジンホームセトウチホーム

15 山口県
医療法人聖比留会
セントヒル病院

イリョウホウジンセイヒルカイ
セントヒルビョウイン

16 徳島県 脇町共同調理場 ワキマチキョウドウチョウリジョウ

17 愛媛県
医療法人佑心會
堀江病院

イリョウホウジンユウシンカイホリエビョウイン

18 愛媛県
社会福祉法人御荘福祉施設協会
特別養護老人ホーム自在園

シャカイフクシホウジンミショウフクシシセツキョウカイ
トクベツヨウゴロウジンホームジザイエン

19 福岡県
株式会社麻生
飯塚病院

カブシキガイシャアソウ
イイヅカビョウイン

20 福岡県
医療法人牧和会
牧病院

イリョウホウジンボクワカイ
マキビョウイン

21 熊本県
医療法人城南ヘルスケアグループ
くまもと南部広域病院

イリョウホウジンジョウナンヘルスケアグループ
クマモトナンブコウイキビョウイン

8 東京都
社会福祉法人 　　済生会
支部東京都済生会
東京都済生会中央病院

シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイ
シブトウキョウトサイセイカイ
トウキョウトサイセイカイチュウオウビョウイン

令和元度栄養関係功労者厚生労働大臣表彰　被表彰者一覧

特定給食施設（21施設）


