
1 北海道 髙橋　きみ子 1 北海道 山部　秀子

2 北海道 若杉　人美 2 岩手県 太田　徹

3 青森県 佐々木　裕美子 3 福島県 會田　久仁子

4 栃木県 茂木　和子 4 茨城県 荒田　玲子

5 神奈川県松本　美津子 5 千葉県 吉田　真美

6 新潟県 志田　中 6 東京都 阿左美　章治

7 石川県 中川　明彦 7 東京都 四十九院　成子

8 長野県 唐澤　もとみ 8 神奈川県中島　滋

9 静岡県 西島　あけみ 9 石川県 坂井　良輔

10 静岡県 岡本　康子 10 静岡県 合田　敏尚

11 三重県 印南　京子 11 愛知県 佐藤　生一

12 兵庫県 金谷　滋子 12 兵庫県 矢埜　みどり

13 島根県 野津　秀美 13 岡山県 菊永　茂司

14 岡山県 山本　祥子 14 広島県 渡邉　喜弘

15 岡山県 茅切　朝美 15 徳島県 植田　和美

16 福岡県 渡邉　啓子 16 香川県 次田　一代

17 長崎県 振角　憲子 17 愛媛県 大塚　暢幸

18 大分県 小代　京子 18 福岡県 早渕　仁美

19 宮崎県 重平　真理子 19 福岡県 今井　克己

20 沖縄県 諸見　里美 20 佐賀県 進藤　直文

21  日本栄養士会 小松　龍史 21 鹿児島県中村　祐子
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栄養改善事業功労者（21名） 栄養士養成功労者（21名）



1 北海道 長多　美津子 22 福井県 松田　芳子 43 山口県 武波　貞子

2 青森県 須藤　信子 23 山梨県 堀口　一美 44 徳島県 中川　利津代

3 岩手県 髙橋　弘子 24 長野県 池田　千鶴子 45 香川県 中川　量子

4 岩手県 髙橋　ツエ 25 岐阜県 岩田　信子 46 香川県 片山　史見

5 宮城県 岩渕　光子 26 岐阜県 田口　里美 47 愛媛県 小笠原　喜代江

6 山形県 清野　由美子 27 静岡県 小田　惠子 48 愛媛県 中嶋　澄香

7 福島県 髙木　三起子 28 愛知県 若生　靖子 49 福岡県 千原　寿美代

8 福島県 星　千歳 29 愛知県 加藤　幹子 50 長崎県 川鍋　さよ子

9 茨城県 武石　愛子 30 滋賀県 山﨑　徹 51 長崎県 浦　昌子

10 栃木県 三柴　彰子 31 京都府 山本　眞里 52 熊本県 豊田　由里子

11 群馬県 久保田　忍 32 京都府 大西　美佳 53 熊本県 藏原　喜代美

12 埼玉県 佐久間　久美子 33 大阪府 西部　典子 54 大分県 馬見塚　順子

13 埼玉県 土屋　美幸 34 大阪府 髙井　忠義 55 宮崎県 森　喜代子

14 千葉県 中田　とみ子 35 兵庫県 千葉　富美子 56 沖縄県 金城　典子

15 東京都 小川　平二 36 兵庫県 榊　由美子

16 神奈川県松崎　政三 37 奈良県 萬谷　育子

17 新潟県 小林　直子 38 和歌山県濱　圭子

18 富山県 中嶋　和代 39 島根県 松山　レイ子

19 富山県 山本　智子 40 岡山県 坂本　八千代

20 石川県 本　由美子 41 広島県 渡邉　鈴子

21 石川県 野村　淳子 42 山口県 中嶋　悦子
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栄養指導業務功労者（56名）



1 岩手県 岩手県立釜石病院

2 岩手県  特定医療法人社団清和会奥州病院

3 秋田県  JA秋田厚生連平鹿総合病院

4 東京都   社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会桜ヶ丘延寿ホーム

5 東京都  東京慈恵会医科大学附属病院

6 富山県  金沢医科大学氷見市民病院

7 福井県   医療法人福井心臓血圧センター福井循環器病院

8 静岡県  特別養護老人ホーム城ヶ崎いこいの園

9 兵庫県  社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団あわじ荘

10 山口県  医療法人博愛会宇部記念病院

11 徳島県   社会福祉法人池田博愛会博愛の里

12 愛媛県  医療法人財団慈強会松山リハビリテーション病院

13 愛媛県   一般財団法人新居浜精神衛生研究所附属豊岡台病院

14 福岡県  日本赤十字社今津赤十字病院

15 福岡県 糸島医師会病院

16 熊本県 熊本機能病院

17 沖縄県  株式会社オーディフ
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特定給食施設（17施設）


