2017 年度日本糖尿病療養指導士 資格取得者
※ 2018 年 6 月 11 日現在の居住地別で表示しています。
※ 旧字体・異字体などは、インターネット上で一般的に使用される漢字で表示しています。ご了承ください。

看護師

641 名

管理栄養士

360 名

薬剤師

239 名
69 名

臨床検査技師

146 名

理学療法士

1,455 名

計

■北海道 計 67 名
赤間 亜矢、浅野 里奈、岩渕 ゆかり、岩本 英未、牛島 美加子、川﨑 恵、川畑 萌子、
清藤 成江、栗本 綾乃、小松 ひとみ、坂本 裕美、佐々木 沙也加、佐々木 知子、
看護師

佐々木 直美、高橋 愛、髙橋 香織、高橋 裕子、高山 時恵、田村 めぐみ、冨樫 良絵、
得能 寿子、富山 佳緒梨、中井 伸江、長岡 千夏、中村 真梨美、羽山 裕子、原田 恵美、
檜森 めぐみ、本田 聡子、望月 美希、守田 有希、矢口 舞美、山崎 恭子、山田 広之

管理栄養士

薬剤師

伊藤 詩織、宇藤 初海、加藤 知里、坂本 みゆき、佐藤 未希、下澤 純鈴、菅原 満衣子、
鈴木 愛実、砂土居 亮子、檜山 峻佑、堀口 真恵、宮腰 欣昌、山口 春奈
大井 希美、小笠原 貴子、小林 和哉、坂井 勇太、佐藤 文、竹内 和沙、館内 謙太郎、
千葉 亮太、七尾 亮子、松倉 瑞希、松村 翔太

臨床検査技師

小熊 伊保、日下 起理子、田中 浩樹、二井本 康平、三浦 あみ

理学療法士

熊谷 大嗣、城田 祐輔、髙橋 有希菜、堂下 準基

■青森県 計 8 名
看護師

今川 里美、須藤 一弘

管理栄養士

飯田 知世、楢木 朝野、平山 恵、松井 紗季

薬剤師

植村 由紀子、八木橋 美里

■岩手県 計 9 名
看護師

菊地 ユウ子、佐々木 詩子、佐々木 美知子、佐藤 裕子、鈴木 佐世子、宮﨑 由香、
横道 彩子

管理栄養士

小原 粒子

理学療法士

瀬川 翔太

■宮城県 計 16 名
看護師
管理栄養士

金田 美咲、菊地 晶子、木村 千夏、佐々木 昂子、鈴木 絢枝、堀口 真里那、溝江 有紗、
山田 瀬奈
太田 晴子、小原 仁、小原 由衣、狩野 雪絵、安田 めぐみ
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薬剤師

櫻井 淳二

理学療法士

伊藤 美香、森瀬 脩平

■秋田県 計 11 名
看護師

池田 麻由、石川 小百合、伊藤 恵子、佐藤 寿美、佐藤 萌、瀨川 沙弥香、高橋 智恵美、
藤田 美穂子

管理栄養士

佐藤 未歩

薬剤師

髙橋 幸

理学療法士

澤木 裕美

■山形県 計 7 名
看護師

安部 佳子、神沼 恵理、斎藤 亜美、佐藤 惠美、成澤 咲子、林 真紀

管理栄養士

小林 奈由子

■福島県 計 11 名
看護師

伊藤 誠、角山 美幸、河野 聡子、鈴木 奈津子、高橋 幸恵

管理栄養士

遠藤 真弓、佐藤 有紗、平野 みどり、柳田 美希

薬剤師

江澤 友子、佐々木 扶

■茨城県 計 34 名
看護師

管理栄養士

青木 恵、池田 千恵子、稲生 恵美子、岡野 真理、株木 朋子、黒田 恵美、小橋 直美、
篠崎 美貴、庄司 麻美、関根 理恵、田中 梨穂、野口 真弓、萩原 淳
乙木 愛、川澄 亜耶、郡司 史織、佐々木 律子、鈴木 智絵、鈴木 直美、根本 沙織、
保坂 真里奈、松川 祥子、森永 有紀子

薬剤師

貝塚 朋恵、霞 聡子、木村 佳奈、藤貫 晴奈、松永 浩明

臨床検査技師

大山 直美、金澤 妙子、宮内 遥香

理学療法士

伊野 智美、小島 健太、鈴木 美咲

■栃木県 計 11 名
看護師

鰕原 康代、須永 奈緒、髙久 弥生、藤田 真理子

管理栄養士

石川 友佳里、小森 麻美、松本 真知子、三橋 由貴、矢口 友梨、山村 光葉

理学療法士

田口 清実

■群馬県 計 32 名
井上 由美、大塚 純也、掛川 奈穂、神戸 宣輝、菊地 美穂、金城 瑛里香、鈴木 真由美、
看護師

関 敏宏、高橋 純子、髙橋 秀徳、立木 一秀、田丸 恵子、土屋 葉子、安本 麻美、
山崎 光世

管理栄養士

石橋 裕子、今井 千恵子、小澤 尚子、尾上 万幾、髙橋 未沙貴、忠谷 彩花、野口 恵理子、
山﨑 麻衣、山下 結花

薬剤師

黒澤 徳仁、萩原 祥子

臨床検査技師

黒岩 奈々美、瀬下 絵梨香

理学療法士

安達 知巳、江原 浩二、桒原 拓哉、小平 智之

■埼玉県 計 66 名
看護師

荒賀 知奈美、石井 則子、太田 泉、小笠原 さつき、荻原 妙、笠原 瞳、木村 祐理、
久保 希那里、木暮 よしみ、斎藤 晴子、杉本 美耶、田中 光代、田村 絵里、津羽 由実、
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仲 ひとみ、野口 真未、樋川 実里、松下 有紀子
相澤 はるか、五十嵐 真由美、石川 絵梨、井ノ上 眞里、勝又 桃子、桑原 愛、小島 彩、
管理栄養士

小林 礼子、小林 八千代、髙橋 紗矢香、武井 鶴子、戸村 美紀、中村 衣里、松本 紀美子、
柳 茉莉、芳野 晃陽、渡部 まゆみ

薬剤師
臨床検査技師
理学療法士

新井 めぐみ、石岡 浩之、石嶋 麗、石原 孝子、稲森 芙美、神田 茜、鈴木 宏和、
田中 詩織、土居 努、中村 仁美、矢島 慶子、山口 嘉夫、山野邉 裕子、吉住 和敏
稲田 豊里、河野 彩子、坂井 伸二郎、竹澤 忍、中尾 彩花
井上 真帆、欠端 伶奈、桒子 優樹、佐藤 竜太、島田 友成、菅生 堅太郎、関谷 浩太、
田中 恭一郎、原 雅佳、藤原 勇太、堀内 良美、三上 健太

■千葉県 計 58 名
安達 直美、安部 芳、新井 永子、石橋 美紀、江原 千晴、熊谷 友美、五木田 弥生、
看護師

曽我 静香、染谷 めぐみ、竹本 優、中山 由莉子、濵崎 祥子、廣川 かおり、布施 浩子、
松下 鮎美、万波 愛子、丸山 美幸、村元 かなえ、森田 奈々
伊藤 ミレイ、小川 晴久、樫浦 むつほ、片岡 恭平、黒川 裕利衣、志賀 千菜都、

管理栄養士

柴田 友美子、高安 和美、田中 ゆみこ、堂前 香織、二瓶 あや、本多 友里惠、牧野 桃、
山﨑 菜津子、山本 実紗、米倉 綾加

薬剤師

稲垣 沙緒理、井上 茜、加瀨 亜衣、片桐 裕香、加藤 あゆみ、齋藤 貴之、田中 裕子、
長野 寿栄、中村 仁美、橋本 薫、森元 さおり、山本 輝尚、吉野 禎章

臨床検査技師

川鍋 雄司、竹中 沙織、太郎良 のぞみ、前田 淑江、安永 由美子

理学療法士

石渡 朝生、岩澤 宏紀、遠藤 壮史、楢木 康之、藤浪 毅

■東京都 計 173 名
青木 里緒、秋田 浩子、浅川 笑乃、荒井 春香、荒木田 千瑛、五十嵐 和香、生澤 由美子、
石井 温子、泉谷 洋美、市川 浩美、内野 智子、大嶋 亜由美、岡田 彩、岡本 亜利沙、
小澤 裕美子、小野﨑 悠、大日方 澪香、片渕 彩歌、金子 悦久、兼崎 真佐子、壁谷 育美、
川崎 絵里子、木田 香織、工藤 有紀、倉並 梓、桑原 美奈子、幸坂 郁美、越野 美希、
小林 実穂、小原 真梨子、齊藤 貴代美、斉藤 さやか、齋藤 三瑠、坂井 晴香、
佐藤 うらら、佐藤 華奈子、佐藤 由香、重田 雅子、嶋田 有紗、清水 奈都、清水 里江子、
看護師

下吹越 純子、新田 司、鈴木 留美子、髙木 聡子、髙橋 さおり、高橋 美奈子、髙橋 友里、
滝口 成美、竹田 美樹、田島 香奈子、田中 茉由子、千葉 彩香、永井 加奈子、中川 悦子、
中川 菜都実、中田 理恵、西 広美、西岡 結花、西川 真由美、西村 淳子、新田 厚子、
野上 苑子、野澤 奈央子、野村 晃子、橋口 リエ、馬場 友美、林 美枝子、久木 麻美子、
平井 明美、平井 三喜、平沢 美和、平野 明代、府岡 宏茂、藤本 恵都子、堀内 真美、
堀内 美里、松田 麻依子、三浦 千紘、森谷 明美、栁瀨 由香、矢野 久美子、山﨑 綾乃、
山本 千尋、山本 哲也、湯川 礼子、横山 泰美、吉田 知加、渡邊 寿津枝
青木 文香、猪狩 真見子、池田 育世、石川 美奈子、井出 宣子、遠藤 吏紗、大林 梨花、
岡 祥子、片瀬 久代、加登 香織、金澤 陽子、合間 友美、木造 佳那子、木梨 澄玲、

管理栄養士

高坂 優美、郷頭 侑里、齋藤 千慧、佐野 未来、志賀 美咲、田中 亜耶、田原 菜都子、
丹波 優香、登内 彩絵、豊田 友香里、中谷 陽子、中野 寛子、中村 衣織、並木 香菜、
西村 祐梨香、長谷川 陽子、菱山 明代、藤田 愛、本田 麻依、松谷 佳恵、三井 望美、
宮下 弘之、本橋 美希、山口 裕子、山田 友香、山根 慶子、山根 朋子
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秋本 純矢、阿部 路、井口 恵美子、池 留里子、海老名 俊範、大塚 恵子、大村 友崇、
薬剤師

小縣 淳子、岡部 由幸、片桐 梓、鹿目 小百合、日下部 華子、久保 昌孝、小島 早苗、
小山 永里子、佐藤 麻美子、髙谷 甲波、戸井田 愛、冨樫 真澄、永田 邦英、西村 功史、
板東 季布子、福迫 莉衣、松本 亜佐美、矢島 友香、山岡 結、湯浅 美智代、横田 舞

臨床検査技師
理学療法士

石貝 美沙子、伊藤 千瑛、片野 寿美子、阪井 佐和子、鈴木 光一、田中 弥和子、藤代 瞳、
村松 翔太、山中 菜々子
川嶋 実里、木村 麻紀乃、児玉 優太、齊藤 孝道、砂川 定仁、山田 兵庫

■神奈川県 計 105 名
相澤 れいか、青戸 絹代、阿部 德子、荒井 めぐみ、飯尾 美紀、伊波 ゆかり、植田 彩海、
大塚 よしの、大畠 仁美、川島 桂子、河原 暢子、象潟 美穂、鬼同 万希子、吉良 梨沙、
小池 亜季、後藤 李沙、小林 涼子、斉藤 萌、佐藤 かずみ、鈴木 寿美子、髙井 章子、
看護師

髙橋 易代、太刀川 正美、立花 和寿美、田中 誠二、谷 笑美子、津田 美智子、
堂坂 真千子、内貴 真理恵、中嶋 小百合、中村 俊輝、名取 奈津子、野口 夏子、秦野 歩、
原田 恵里、廣田 雅美、藤田 麻理、堀米 真梨子、松尾 恵美、丸山 幸子、宮田 七重、
箭原 柚花、和田 昌美、和田 真知子、渡部 綾花、渡部 菜緒、渡辺 友理子、渡部 美奈
相原 絵梨花、青柳 仁美、磯江 満子、磯部 宏子、市川 奈津子、岩尾 美智代、
大神田 牧子、大沼 亜希子、荻野 真矢、菊池 奈穂子、齋 敦子、佐藤 奈津子、杉山 茜、

管理栄養士

鈴木 寛子、関谷 千尋、髙工 愛、髙梨 美恵、髙松 のぞみ、田那辺 佳住、谷藤 真理子、
筒井 仁美、手島 幸恵、登坂 真純、中川 あゆみ、中野 彰子、逸見 瑞穂、町田 咲子、
三橋 花奈、横山 満里奈、吉田 千夏
赤木 祐貴、井上 純樹、岩下 菜摘子、大畠 雅子、小幡 薫、川津 明子、衣笠 芳、

薬剤師

清野 晃弘、小原 香里、新留 沙織、鈴木 夏美、染谷 亮太、竹澤 美智子、鶴岡 広子、
波多野 真弓、花塚 香、原田 智子

臨床検査技師

木下 富士江、国松 誠、佐々木 美夏、沼上 理衣、山本 朝日

理学療法士

青木 孝介、阿部 誠也、音部 雄平、境 侑亮、森田 和弥

■新潟県 計 10 名
看護師

金子 真優美、本田 珠代、山岸 由美子、八幡 香世子

管理栄養士

小山 さくら、牧田 奈津子、両角 香織

薬剤師

森 紗世子、渡辺 美樹

臨床検査技師

中村 望

■山梨県 計 9 名
看護師

青山 桃子、奥脇 あゆみ、古屋 明美

管理栄養士

窪田 七重

薬剤師

小泉 綾、堀内 勝文

臨床検査技師

山田 裕太朗

理学療法士

甘利 貴志、藤岡 宏明

■長野県 計 32 名
看護師

磯﨑 有保、島﨑 君江、清水 ゆき子、下澤 樹理、関 あゆみ、関 詩織、園原 由実子、
高野 寛之、内藤 愛、長島 香織、藤森 眞裕美、宮尾 麻美、宮坂 好恵、和氣 広美
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管理栄養士
薬剤師

阿部 遥、遠藤 美弥子、唐澤 真理、小松原 沙織、藤本 敬子、山田 明子
石井 和美、蒲沼 美里、塩澤 美和、田々井 淳一、土金 あずさ、中田 由佳里、
溝口 百合香、吉川 結美

臨床検査技師

長友 慎吾

理学療法士

黒部 恭史、桜井 健斗、常田 亮介

■富山県 計 22 名
看護師

稲田 智美、車谷 奈緒美、近藤 考朗、斉藤 佑貴、市山 加奈恵、角野 由芽、松本 信子、
水野 奈美、渡邊 麻里

管理栄養士

四十山 冴衣子、大野 未来、斉藤 智佳、佐野 由香、澤田 恵美子、西浦 薫、吉田 知佳子

薬剤師

鷹取 裕子、釣 真之、農作 友里

理学療法士

奥井 達士、長津 真、中西 啓祐

■石川県 計 37 名
大蔵 裕紀子、亀田 由紀、北方 渚、髙橋 香織、舘 麻衣、得永 香、中谷 真由美、
看護師

中村 明利沙、半浦 聖香、疋島 亮子、堀 真裕美、松本 かおり、南谷 美津希、宮田 佳織、
村田 亜紀、森 康彰、山口 春菜、山﨑 真知子、山本 大輔

管理栄養士

岩波 友香、岡田 香奈、金森 幸歩、齋藤 秀和、新出 正恵、新保 智子、平田 恵理子、
弥郡 優加里

薬剤師

川原 茉莉、喜多 朝菜、中出 恵里奈、藤居 昂生

臨床検査技師

柴田 莉穂、髙橋 美智子、竹田 ひとみ、原田 早希

理学療法士

杉野 志学、出口 恭代

■福井県 計 14 名
看護師

五十嵐 愛美、佐藤 ひろみ、田上 圭子、道関 沙緒理、増田 由紀子、三足 由佳

管理栄養士

大倉 優子

薬剤師

大西 優佳里、中山 実智惠、平野 陽子、前田 大、向畠 卓哉

理学療法士

天谷 優希、大神 琴華

■岐阜県 計 21 名
看護師

岩崎 加奈、大口 徳子、小島 智子、玉井 領子、直井 敦子、原 麻琴、松山 春奈、
渡邉 萌恵

管理栄養士

大島 由美子、福田 紗希、不破 千香子、山田 彩乃

薬剤師

新井 かおり、大谷 早也佳、河合 敦子、山口 正義

臨床検査技師

小川 ひとみ、片山 恵利、髙岸 千絵梨

理学療法士

井上 圭紀、山岡 典生

■静岡県 計 29 名
看護師

管理栄養士

石野 さとみ、井上 純子、入月 美智子、梅原 祐子、尾髙 直美、河村 拓哉、佐野 裕美、
永野 未彩、眞野 亜素奈、三木 京子、村越 敬子、村松 真理子、山下 洋子、山村 愛
新井 久実子、池田 彩乃、大石 真理奈、竹内 眞直、土屋 奈々子、成瀬 朋夏、古郡 朝子、
松尾 紘生、渡邉 菜月

薬剤師

髙見 藍、萩倉 翔

臨床検査技師

市川 佐知子、竹下 翔太、福井 亜矢美
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理学療法士

池野 慧

■愛知県 計 111 名
浅井 美保、浅野 生恵、井沢 由美、石原 ひろみ、伊藤 奈生、稲富 稚香子、今井 美恵子、
鵜嶋 沙帆、大下 姫佳、大山 由紀、尾関 福子、小野 佑奈、加藤 明日美、加藤 香那、
加藤 千佳、上手 未歩、川上 多恵子、川村 沙織、木下 美沙、木下 律子、木村 千佳、
看護師

小林 朋子、小山 敏一、酒井 智美、坂口 真祐子、佐藤 綾子、佐藤 綾乃、清水 彩、
鈴木 孝宗、鈴木 華子、鈴木 浩美、千田 里佳、髙須 孝恵、髙橋 侑子、竹田 恵子、
田中 良子、坪井 有里絵、鳥居 有沙、中嶋 未知希、中村 美早子、丹羽 春奈、布目 千秋、
橋詰 亮、林 公代、林 奈波、前田 梨絵、松浦 美穂、松田 恵美、村田 理恵、村山 智子、
森原 綾子、横井 京子、横井 岬、吉田 美代子、脇田 香織
赤塚 美耶、上田 かほ里、梅田 華那、尾関 未紗、片岡 千咲、上川 美和子、亀井 梨沙、

管理栄養士

河合 真由美、栗山 悠、清水 裕美、庄司 亜沙美、鈴木 晶子、鈴木 祥子、鈴木 菜美、
鈴木 真希子、曽我 美景、武市 結以、田中 万絢、田中 雄太郎、難波 かおり、畑 朱美、
濱田 恵美子、森本 友里子、山本 容子、吉川 由希子、吉田 明子、鷲尾 拓弥
井口 祐輔、伊藤 みどり、大口 藍子、川和田 百華、小汐 照子、近藤 あゆみ、齊木 智一、

薬剤師

戸田 貴洋、服部 美波、堀場 亜佐子、前川 紗矢香、松永 安未、森 巧一、守田 美奈子、
山田 恵里

臨床検査技師
理学療法士

安藤 由香理、田中 亜希、前田 佳成、山本 由紀恵
井出 朋春、菊山 優己、佐藤 克成、佐藤 歩秀、田川 公一、竹谷 健吾、田中 駿佑、
寺本 圭織、吉田 旭宏、渡辺 侑一郎

■三重県 計 8 名
看護師

木村 美伯、Margaretha Maria Casimira、山本 優実

管理栄養士

小林 知佳

薬剤師

近藤 恵子、星﨑 彩加、村上 知絵

臨床検査技師

岩原 実里

■滋賀県 計 11 名
看護師

北村 恵里、鈴木 麻友、堤 弓子

管理栄養士

髙岡 あずさ、泊 菜摘、福永 あゆ

薬剤師

國津 侑貴、中田 まり

理学療法士

磯嵜 悠依子、髙橋 有志、塚本 晃平

■京都府 計 34 名
看護師

管理栄養士

麻田 優子、植田 千尋、岡﨑 美布由、奥村 久美子、竹市 早映子、田中 佐智代、
永尾 友美、三田 基世、村上 順子、山本 彩夏、山本 真紀、渡邊 真知子
今西 真、梅原 依里子、萱原 璃緒、名嘉 久美子、西川 悠、峯松 あかね、森田 美耶、
森本 麻美、森山 瞬、安井 裕香

薬剤師

大島 辰也、塩見 紗和子、中山 佳代子、福田 勝哉、湊 悠衣、安尾 めぐみ

臨床検査技師

内田 真寿美、宮原 里奈

理学療法士

平野 紘治郎、松下 仁、松本 健二、宮田 祐司
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■大阪府 計 111 名
浅井 仁美、池上 真理、池添 美智子、猪口 敬子、岩井 志乃、岩永 優貴、大槻 里美、
小川 かおり、賀來 良子、勝沼 純子、河合 幸枝、金 里穂、久壽米木 三恵、小林 麻由美、
小松 歩未、里 夏海、正楽 由佳理、新保 綾、高尾 南海子、田中 祐未、谷輪 百合子、
看護師

辻井 智子、富 真裕美、頓宮 由衣、中村 順子、中村 真理、西尾 博子、西川 秀美、
西野 桜楠、野口 雄哉、馬場 加奈子、福田 明美、古市 敦子、前川 依里、増田 小百合、
松尾 結、松岡 幸、松田 彩子、元坂 友紀、山口 京子、山口 咲子、山本 貴裕、
横田 理恵、米田 奈津子
市川 真波、岩田 真季、遠藤 美智子、大西 美幸、笠松 彩夏、川﨑 明美、小瀬 千晶、

管理栄養士

古家後 洋美、髙井 彩花、高垣 直子、髙塚 安紀穂、田中 菜美、中原 千尋、橋本 奈緒、
廣瀬 一栄、福山 花純、牧野 孝拡、松村 美沙、南 文香、三輪 花蓮、茂山 翔太、
森岡 由加里、森田 桃子、森田 隆介、山仲 理沙子、吉田 有里、米澤 亜希
足立 惠、大居 菜穂、大倉 久敬、岡 紗智子、片江 蘭、片岡 加奈恵、北野 恵莉子、

薬剤師

九鬼 亜衣子、久保 有佳梨、栗野 大輔、児玉 典子、住澤 聖子、段 昭江、戸田 有紀子、
中川 尚、長谷川 千夏、南 紗也香、宮武 賢司、村瀬 由利恵、森井 絵莉香、森岡 浩子、
米丘 幸正、龍 めぐみ

臨床検査技師
理学療法士

岩本 明範、川端 詔子、倉津 幸恵、全 満喜
芦田 正直、伊東 寛貴、上田 智哉、遠藤 紘一、木村 祐子、小西 茉衣、重里 政光、
田口 厚介、辻 彩香、松岡 大樹、森 裕美、森口 八郎、山口 紘史

■兵庫県 計 72 名
赤井 昌美、一刀 昇、江口 佐緒理、大江 ひとみ、岡野 有希、梶川 枝里、片山 理恵、
看護師

川本 綾美、神澤 さおり、黒田 由美、後藤 彩可、坂田 明子、柴﨑 裕美、須藤 清香、
武本 規子、辻 早智子、中川 めぐみ、浜本 実香、原田 彩花、平田 桃子、平野 直子、
廣田 有香、廣見 夏子、藤次 美保子、藤原 美月、三木田 明里、薮田 庸子

管理栄養士

薬剤師
臨床検査技師
理学療法士

長谷 宗幸、古長 真理子、小畠 彩、斉藤 二葉、白石 優子、瀧本 祥子、田中 久美、
田中 理恵、鳴海 亜由美、橋本 あかね、福地 彩子、村上 綾香、吉田 有紀江
淺田 真規、岩﨑 慧、上田 由香里、大津 佐和子、大中 恵、小林 真弓、鹿間 歩美、
辰巳 智美、辻井 恵美、鶴田 洋平、鳥居 里衣、中村 紘子、中山 みずえ、松岡 智美
常見 祥之、鶴谷 香里、山口 由以子、山村 絵理
大畑 拓也、北中 孝治、小森 浩史、嶋本 遼、富田 徹矢、中西 純一、成瀬 由季子、
橋本 和樹、久永 友里、平野 愛子、松村 希斗、松本 志保理、松本 唯、山下 元気

■奈良県 計 20 名
看護師

石原 由季子、磯部 美代子、大原 美保、中 宏江、中川 実保、西川 亜紀、南 知恵子、
森本 洋子、山縣 美佐子

管理栄養士

今澤 祥子、長田 愛和、三田 真奈美、中尾 美芳、中出 明日香、原 典子、水本 沙織

薬剤師

冨田 佳世、堀村 光佐、山中 優里、弓場 香苗

■和歌山県 計 6 名
看護師

坂口 佳奈映、清水 瑞生、田宮 さゆり、吉田 絵莉佳

管理栄養士

橋本 美晴
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薬剤師

開田 朋代

■鳥取県 計 13 名
看護師

石破 早稀、喜多村 瞳、財賀 瑠美、中村 華栄、南場 晴美、廣田 唯、前田 佳澄、
松本 志織

管理栄養士

坂本 有理香、舩原 千恵子

理学療法士

安部 裕章、木原 和也、酒井 里佳

■島根県 計 6 名
看護師

石原 裕一郎、三浦 綾夏

管理栄養士

小川 ひとみ、古澤 妙子

薬剤師

大仁田 哲修、亀岡 大樹

■岡山県 計 35 名
池上 千絵、井戸 修平、緒方 志帆、小原 幸恵、日下 雅之、小林 眞子、小山 千沙、
看護師

權野 みさき、櫻井 里織、武井 智恵子、篷郷 佑理恵、中村 早織、中島 由紀恵、
宗長 留奈、山口 優奈、與座 未来

管理栄養士

秋月 あゆみ、秋山 祐規子、淺井 美由紀、板野 裕美、嶋田 実加、子 恵美、谷村 綾香、
中西 初実、前原 友美、森山 沙紀、山本 美紀

薬剤師

岸田 佳恵、佐々木 泉帆、安田 侑紀

理学療法士

片山 佳紀、唐井 伸幸、佐々木 貴康、清水 亮祐、宮本 洋輔

■広島県 計 41 名
碇本 優子、池田 直子、井上 有紀、今井 ゆきみ、楳田 舞子、岡本 千秋、梶山 美和子、
看護師

幸城 麻美、小畠 沙織、須原 麻砂江、高家 沙弥加、田村 昌恵、築地 恵美、津田 美月、
根間 明子、濱田 明穂、久田 りか、道土井 美樹

管理栄養士

薬剤師

伊藤 栞、貝原 仁美、角谷 和子、島田 和美、滝澤 栞、内藤 早紀、濵野 真実、福島 千
尋、與儀 沙織
岩村 雪菜、岩本 祐子、岡本 実加、栗原 大貴、玉理 千晴、町田 加純、松本 舞、
若狭 あさみ

臨床検査技師

本村 和也

理学療法士

影田 博臣、掛田 靖規、佐藤 麻由、松浦 仁美、吉田 行宏

■山口県 計 11 名
看護師

梅田 未幸、佐々木 裕美、田島 ともえ、中村 丹美、西谷 桃代

管理栄養士

桑原 里佳

薬剤師

岡村 早記、西嶋 祐也、山井 義広

理学療法士

梶野 貴文、河野 有亮

■徳島県 計 12 名
看護師

久次米 千里、清水 純子、丸中 美佳

管理栄養士

篠原 芳恵、廣澤 三智子

薬剤師

髙瀬 友佳子

理学療法士

上佐 貴志、斎藤 由衣、四宮 涼太、秦 沙織、福元 一輝、森 有沙
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■香川県 計 17 名
看護師

相原 侑未、明石 亜希子、泉谷 早織、岸本 直美、作榮 麻紀、辻本 有紗、西久保 仁見

管理栄養士

荒木 ゆかり、小早川 真衣、福田 絹、藤田 早紀、三宅 彩日

薬剤師

岡田 行正、川田 浩平、香西 良信

臨床検査技師

竹内 彰浩、多田 郁美

■愛媛県 計 8 名
看護師

池田 光子、來留島 千晶、合田 美恵、十亀 今日子、中村 和美

管理栄養士

大西 愛、河野 旬恵

理学療法士

髙橋 良輔

■高知県 計 9 名
看護師

岡村 理沙、坂井 里歩、柴田 優里絵、竹田 香須美、谷本 真有

管理栄養士

岡本 睦美

薬剤師

岡林 真由、高橋 佐和

理学療法士

水田 好隆

■福岡県 計 47 名
井土 直美、井上 宏美、井村 珠美、國武 信子、清水 有希、清木 由佳、園田 まりん、
看護師

髙尾 久美代、田尻 顕、椿 啓子、土井 康子、戸上 まどか、内藤 恵美、疋田 寿美子、
福田 百合、舩津 智子、松田 亜弓、本村 さゆり、盛崎 一美、森松 友紀

管理栄養士

薬剤師
理学療法士

安部 陽子、天本 美憂、大淵 由美、鎌田 祥代、川床 睦美、木佐貫 悠、齊藤 千亜梨、
角 多賀子、根子 和恵、戸次 千佳子、満永 真理子
安谷屋 源、石井 智子、内山 有理香、尾﨑 紗緒理、栢 由起子、久原 紀子、重松 沙希、
重松 ゆかり、中村 剛明
荒木 伸友、小野内 雄、澤村 翔吾、柴田 千晴、田中 謙伍、根津 智之、村井 聖

■佐賀県 計 4 名
管理栄養士

大野 仁美

薬剤師

石井 秀明、白川 敦規

臨床検査技師

鶴田 志穂

■長崎県 計 16 名
看護師

金谷 一華、金子 豊美、桑原 なつき、小島 早織、野元 裕美、原口 友理子、本多 恵子、
松本 泰行、四辻 由紀

管理栄養士

江口 愛、紀谷 聖美、藤本 麻里、古井 知子、山口 奈美子

薬剤師

梶原 由紀

理学療法士

岩永 勇人

■熊本県 計 34 名
看護師

管理栄養士
薬剤師

秋吉 明子、阿部 菜奈代、桐原 璃子、河野 麻美、管田 愛子、鈴木 愛美、中山 博文、
信岡 貴子、安武 沙織、山崎 恵理子
青井 玉美、清水 梨沙、田辺 亜紀、中山 夕紀、野口 あかね、春田 佳花、松井 彩奈、
宮﨑 智子、森 香織、矢立 緑、山﨑 千歌、吉田 青空、米田 巧基、脇山 由佳利
有薗 可奈子、池田 瑞季、叶 朋子、山口 志織
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臨床検査技師

中津 佳子、松本 理恵

理学療法士

成瀬 亜紀、福原 聖也、藤本 祐輔、渡辺 一彦

■大分県 計 9 名
看護師

塚本 梨華、冨澤 香津美、西平 俊哉

管理栄養士

古賀 彩、園田 梨絵

薬剤師

三浦 麻耶

臨床検査技師

小村 真帆

理学療法士

河野 数俊、佐藤 明日香

■宮崎県 計 8 名
看護師

池田 律子、上杉 正和、小野 健史、日髙 貴恵、吉村 千華子、渡邉 いつみ

薬剤師

猪野 真基

理学療法士

宮越 貴裕

■鹿児島県 計 15 名
看護師

上片野 梢、末廣 浩子、永山 アキ、藤崎 里菜、前村 ひとみ、松元 忠、湯川 潤子、
米澤 美子

管理栄養士

上原 佳奈、西 留美、宮地 直子

薬剤師

小川 紗央里、幸田 将輝

理学療法士

川崎 岳、枝折 雅之

■沖縄県 計 15 名
看護師

新垣 奈津紀、石川 えりか、謝敷 博美、樋口 智美、真名井 千賀子、山里 真紀

管理栄養士

我謝 薫、玉城 優奈、中島 貴子

薬剤師

大濵 英造、藤田 翔、宮城 由莉子

理学療法士

伊波 淳、大山 将平、徳元 亮太
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