
市　町 氏　名 職　種 所属(勤務先） 所属(勤務先）住所 所属(勤務先）連絡先

加賀市 伊東　哲郎 医師（診療所） 鈴木医院 加賀市山中温泉本町1丁目ヤ7－2 0761－78－1116

加賀市 上田　良成 医師（診療所） 上田医院 加賀市山中温泉上原町ワ1 0761－78－5577

加賀市 渋谷　浩美 医師（診療所） 渋谷医院 加賀市松が丘1丁目7－31 0761－73－2227

加賀市 濵田　和也 医師（診療所） ちょくし町クリニック 加賀市勅使町ハ25－1 0761－77－7827

加賀市 松下　重人 医師（診療所） 松下内科クリニック 加賀市山代温泉北部4丁目81－1 0761－76－0110

小松市 田谷　正 医師（診療所） 田谷泌尿器科医院 小松市園町ニ29－1 0761－23－0888

小松市 広崎　晃雄 医師（診療所） 広崎外科医院 小松市日吉町51番地 0761－22－0393

小松市 見谷　巌 医師（診療所） 見谷内科医院 小松市北浅井町ハ77 0761－22－0885

小松市 村井　裕 医師（診療所） 惠仁クリニック 小松市吉竹町と51－1 0761－23－0017

小松市 湯浅　豊司 医師（診療所） 湯浅医院 小松市旭町95 0761－21－1388

能美市 秋山　弘之 医師（診療所） 秋山医院 能美市寺井町ま20 0761－57－0666

能美市 磯部　次正 医師（診療所） たつのくちクリニック 能美市辰口町521の1 0761－52－0061

能美市 今堀　努 医師（診療所） たつのくちクリニック 能美市辰口町521の1 0761－52－0061

能美市 木田　泰弘 医師（診療所） きだ整形外科クリニック 能美市西二口町丙30の1 0761－55－8811

能美市 西川　忠之 医師（診療所） にしかわクリニック 能美市三ツ屋町イ14の1 0761－52－0025

能美市 前田　志郎 医師（診療所） 前田医院 能美市寺井町た31の1 0761－57－0097

能美市 松田　健志 医師（診療所） 松田内科クリニック 能美市三ツ屋町38の3 0761－51－0058

能美市 水毛生　直則 医師（診療所） みもうクリニック 能美市佐野町ヲ33 0761－57－0530

能美市 村本　卓郎 医師（診療所） 村本内科胃腸科医院 能美市大浜町ワ5の1 0761－55－3551

能美市 森下　肇 医師（診療所） もりした整形外科クリニック 能美市辰口町654の1 0761－51－6515

能美市 山田　裕一 医師（診療所） 花咲く丘の診療所 能美市火釜町1－8 0761－58－1661

白山市 井村　優 医師（診療所） 井村内科医院 白山市美川北町ヲ67－1 076－278－6363

白山市 加賀谷　真希子 医師（診療所） 津田内科医院 白山市新成四丁目230番地 076－276－5050

白山市 北村　康 医師（診療所） 北村内科医院 白山市倉光7丁目41 076－274－3800

白山市 真田　陽 医師（診療所） 真田医院 白山市布市1丁目131 076－275－2255

白山市 進宅　礼章 医師（診療所） 公立つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ノ1番地 076－272－1250

白山市 杉本　尚樹 医師（診療所） 公立つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ノ1番地 076－272－1250

白山市 忠縄　秀一 医師（診療所） ただなわ整形外科クリニック 白山市井口町に80番1 076－272－1333

白山市 長尾　信 医師（診療所） 長尾医院 白山市美川永代町ソ248 076－278－2156

白山市 永嶋　清和 医師（診療所） ながしまクリニック 白山市北安田町972－1 076－275－1115

白山市 橋本　宏樹 医師（診療所） 吉野谷診療所 白山市佐良ニ124 076－255－5019

白山市 藤田　恭子 医師（診療所） 公立つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ノ1番地 076－272－1250

白山市 松葉　明 医師（診療所） 松葉外科胃腸科クリニック 白山市美川中町イ16－72 076－278－6065

白山市 安原　稔 医師（診療所） 安原医院 白山市田中町242 076－275－2008

白山市 山本　博 医師（診療所） やまもと内科医院 白山市山島台3丁目99 076－274－3588

野々市市 喜多　徹 医師（診療所） 喜多内科医院 野々市市横宮町7－20 076－248－0020

野々市市 清水　雄三 医師（診療所） 野々市よこみやクリニック 野々市市郷町119番地2 076－214－6300

野々市市 冨田　冨士夫 医師（診療所） とみたクリニック 野々市市粟田3－55 076－246－7070

野々市市 柳川　勇人 医師（診療所） 野々市よこみやクリニック 野々市市郷町119番地2 076－214－6300

金沢市 青木　徹哉 医師（診療所） なるわクリニック 金沢市鳴和1－16－6 076－252－5666

金沢市 安藤　明 医師（診療所） あんどう内科医院 金沢市上荒屋6丁目521番地 076－240－3352

金沢市 池田　多聞 医師（診療所） サン問屋町クリニック 金沢市藤江南1丁目103番地1 076－256－1228

金沢市 上野　桂一 医師（診療所） 上野医院 金沢市小立野3－14－5 076－223－5510

金沢市 大平　政樹 医師（診療所） 大平胃腸科外科クリニック 金沢市近岡町428－1 076－237－2811

金沢市 大溝　由香里 医師（診療所） おおみぞ内科・皮ふ科クリニック 金沢市横山町8－41 076－224－0033

金沢市 大溝　了庸 医師（診療所） おおみぞ内科・皮ふ科クリニック 金沢市横山町8－41 076－224－0033

金沢市 加畑　寿明 医師（診療所） かばた医院 金沢市長土塀3丁目7の5 076－265－5700

金沢市 河野　匡哉 医師（診療所） 城北うらた在宅クリニック 金沢市浅野本町ニ124－1 076－254－1700

金沢市 熊走　一郎 医師（診療所） わかくさホームケアクリニック 金沢市若草町5－6 076－256－2321

金沢市 紺谷　真 医師（診療所） 紺谷内科婦人科クリニック 金沢市畝田東2－125 076－268－3035

金沢市 坂本　茂夫 医師（診療所） さかもと内科クリニック 金沢市古府2－52 076－249－3600

金沢市 竹内　正勇 医師（診療所） たけうち内科クリニック 金沢市涌波1丁目7－1 076－232－7822

金沢市 土原　一真 医師（診療所） 土原医院 金沢市大樋町8番1号 076－252－0471

金沢市 洞庭　賢一 医師（診療所） 医療法人社団洞庭医院 金沢市広岡1丁目12－5 076－221－6875

金沢市 中野　一郎 医師（診療所） なかのクリニック 金沢市松寺町丑9－1 076－238－0506

金沢市 橋本　英樹 医師（診療所） はしもと医院 金沢市玉川町17－10 076－223－2312

金沢市 早川　浩之 医師（診療所） 早川浩之の内科医院 金沢市上柿木畠2－4 076－222－8822

金沢市 藤邑　守成 医師（診療所） ふじむら歯科 金沢市玉川町13－14 076－223－5211

金沢市 前田　珠美 医師（診療所） 岡部診療所 金沢市増泉1丁目19番17号 076－243－1818

金沢市 宮森　邦夫 医師（診療所） 宮森整形外科クリニック 金沢市北安江4丁目17－20 076－234－1331

金沢市 村戸　建一 医師（診療所） 村戸歯科医院 金沢市金石本町ハ3－4 076－266－2330

金沢市 本　敦文 医師（診療所） 此花診療所 金沢市此花町1番4号 076－261－5000

金沢市 山崎　幹雄 医師（診療所） 金城クリニック 金沢市彦三町2丁目1番21号 076－265－7211

津幡町 山田　燦 医師（診療所） サンクリニックやまだ 河北郡津幡町字潟端461－10 076－289－3929

かほく市 沖野　惣一 医師（診療所） おきの内科医院 かほく市遠塚ロ54番9 076－285－2552

かほく市 久保　隆之 医師（診療所） 久保医院 かほく市宇野気ヌ183－1 076－283－0017

かほく市 紺谷　一浩 医師（診療所） 紺谷医院 かほく市木津へ12－1 076－285－0020

羽咋市 藤田　晋宏 医師（診療所） 藤田医院 羽咋市大町イ部8番地 0767－26－1021

中能登町 鍜冶　武和 医師（診療所） かじ内科クリニック 鹿島郡中能登町二宮ホ部210－1 0767－76－0002

中能登町 中尾　義広 医師（診療所） なかお内科医院 鹿島郡中能登町良川る部4番地1 0767－74－2132

中能登町 安田　紀久雄 医師（診療所） 安田医院 鹿島郡中能登町能登部下105部4の1 0767－72－2027

七尾市 円山　寛人 医師（診療所） 円山病院 七尾市府中町68－3 0767－52－3400

七尾市 佐原　博之 医師（診療所） さはらファミリークリニック 七尾市石崎町タ部13番地1 0767－62－3765

七尾市 高澤　雅至 医師（診療所） たかざわ整形外科クリニック 七尾市中島町中島乙281番地1 0767－66－0008

七尾市 谷口　雅行 医師（診療所） 岡部内科クリニック 七尾市本府中町ニ部23の1 0767－52－3007

七尾市 中村　耕一郎 医師（診療所） 中村ペインクリニック 七尾市神明町ロ部10の1 0767－53－8688

輪島市 定梶　裕司 医師（診療所） 定梶医院 輪島市門前町剱地タの24 0768－45－1351

輪島市 舩木　昇 医師（診療所） 医療法人社団　フナキ　舩木クリニック 輪島市釜屋谷町3－5 0768－23－0866

輪島市 大和　太郎 医師（診療所） 医療法人社団　青雲会　大和医院 輪島市門前町道下7の6番地 0768－43－1323

珠洲市 四十住　伸一 医師（診療所） あいずみクリニック 珠洲市飯田町10部60番地1 0768－82－0002

珠洲市 小西　堅正 医師（診療所） 医療法人恵仁会　小西医院 珠洲市正院町正院1丁目61番地 0768－82－6800

珠洲市 中谷　彰男 医師（診療所） なかたに医院 珠洲市上戸町北方五部175番地1 0768－82－8333
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市　町 氏　名 職　種 所属(勤務先） 所属(勤務先）住所 所属(勤務先）連絡先

珠洲市 道下　秀信 医師（診療所） みちした内科クリニック 珠洲市飯田町13部110番地1 0768－82－0877

穴水町 北川　浩文 医師（診療所） 医療法人社団　北川内科クリニック 鳳珠郡穴水町字大町うの17 0768－52－3555

穴水町 丸岡　達也 医師（診療所） 医療法人社団　まるおかクリニック 鳳珠郡穴水町字川島ろー5－2 0768－52－8228

能登町 中野　利美 医師（診療所） 医療法人社団　持木会　柳田温泉病院 鳳珠郡能登町字上町8－393 0768－76－1223

能登町 升谷　一宏 医師（診療所） 医療法人社団　升谷医院 鳳珠郡能登町字松波10－99－1 0768－72－1151

小計　87名

加賀市 能村　幸司 医師（病院） 久藤総合病院 加賀市大聖寺永町17 0761－73－3312

小松市 秋山　典子 医師（病院） 粟津神経サナトリウム 小松市矢田野町ヲ88 0761－44－2545

小松市 中野　博之 医師（病院） 粟津神経サナトリウム 小松市矢田野町ヲ88 0761－44－2545

小松市 東野　義信 医師（病院） 東野病院 小松市今江町7－468 0761－22－0623

小松市 東野　朗 医師（病院） 東野病院 小松市今江町7－468 0761－22－0623

金沢市 青木　達之 医師（病院） 青和病院 金沢市大浦町ホ22番地1 076－238－9562

金沢市 天野　麻里 医師（病院） 医療法人社団　青和病院 金沢市大浦町ホ22－1 076－238－3636

金沢市 岡　宏 医師（病院） 医王ヶ丘病院 金沢市田上本町ヨ24番地5 076－232－2380

金沢市 岡田　淳夫 医師（病院） かないわ病院 金沢市普正寺町9－6 076－267－0601

金沢市 菊地　勤 医師（病院） 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号 076－233－1811

金沢市 木谷　恭子 医師（病院） 医療法人社団　青和病院 金沢市大浦町ホ22－1 076－238－3636

金沢市 高崎　幹裕 医師（病院） 敬愛病院 金沢市兼六元町14－21 076－222－1301

金沢市 土用下　和之 医師（病院） 敬愛病院 金沢市兼六元町14－21 076－222－1301

金沢市 西　耕一 医師（病院） 石川県立中央病院 金沢市鞍月東2－1 076－237－8211

金沢市 西村　元一 医師（病院） 金沢赤十字病院 金沢市三馬2－251 076－242－8131

金沢市 前田　敏男 医師（病院） 映寿会みらい病院 金沢市鞍月東1－9 076－237－8000

金沢市 前山　美千代 医師（病院） 映寿会みらい病院 金沢市鞍月東1－9 076－237－8000

金沢市 餅山　央 医師（病院） 医療法人社団　青和病院 金沢市大浦町ホ22－1 076－238－3636

金沢市 紋川　友美 医師（病院） 岡部病院 金沢市長坂町チ15番地 076－243－1222

金沢市 安田　俊一 医師（病院） 安田内科病院 金沢市大豆田本町ハ62番地 076－291－2911

金沢市 結城　正名 医師（病院） 結城病院 金沢市円光寺3丁目21番7号 076－241－8228

内灘町 濱田　和 医師（病院） 金沢医科大学病院（内視鏡科） 河北郡内灘町大学1－1 076－218－8415

津幡町 寺﨑　修一 医師（病院） 河北中央病院 河北郡津幡町字津幡ロ51－2 076－289－2117

かほく市 北村　立 医師（病院） 県立高松病院 かほく市内高町ヤ36 076－281－1125

かほく市 幸道　緑 医師（病院） 二ツ屋病院 かほく市二ツ屋ソ72番地 076－281－0172

七尾市 北村　勝 医師（病院） 北村病院 七尾市御祓町ホ部26の5 0767－52－1173

七尾市 時国　信弘 医師（病院） 浜野西病院 七尾市津向町野中20番1 0767－52－3262

七尾市 長谷　剛志 医師（病院） 公立能登総合病院 七尾市藤橋町ア部6番地4 0767－52－6611

七尾市 平松　茂 医師（病院） 公立能登総合病院精神センター 七尾市藤橋町ア部6番地4 0767－52－6619

穴水町 田辺　寛 医師（病院） 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町字川島タの8番地 0768－52－0511

穴水町 中橋　毅 医師（病院） 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町字川島タの8番地 0768－52－0511

小計　31名

加賀市 旭　雅子 介護支援専門員 さわらび居宅介護支援事業所 加賀市山中温泉塚谷町ロ24番地1 0761－78－0089

加賀市 阿部　洋子 看護師（病院） 片山津温泉丘の上病院 加賀市冨塚町中尾1－3 0761－74－5575

加賀市 上出　久子 看護師（病院） 片山津温泉丘の上病院 加賀市冨塚町中尾1－3 0761－74－5575

加賀市 北村　喜一郎 地域包括支援センター職員 加賀市高齢者こころまちセンター
（地域包括支援センター） 加賀市大聖寺南町ニ41 0761－72－7850

加賀市 木野　一眞 理学療法士 渋谷医院 加賀市松が丘1丁目7－31 0761－73－2227

加賀市 小谷　美根子 医療ソーシャルワーカー 久藤総合病院 加賀市大聖寺永町イ17 0761－72－3312

加賀市 澤村　美智代 看護師（病院） 国立病院機構石川病院 加賀市手塚町サ150番地 0761－74－0700

加賀市 高橋　富士美 看護師（病院） 片山津温泉丘の上病院 加賀市冨塚町中尾1－3 0761－74－5575

加賀市 辻　純子 看護師（病院） 片山津温泉丘の上病院 加賀市冨塚町中尾1－3 0761－74－5575

加賀市 中村　加奈栄 介護支援専門員 加賀福祉サービスケアセンターえがお 加賀市作見町ホ56番地1 0761－73－0294

加賀市 新田　直美 医療ソーシャルワーカー 国立病院機構石川病院 加賀市手塚町サ150番地 0761－74－0700

加賀市 能澤　眞枝子 施設長（介護保険施設） 加賀中央慈妙院 加賀市山田町蛇谷1－16 0761－76－7111

加賀市 灰田　美智子 看護師（病院） 片山津温泉丘の上病院 加賀市冨塚町中尾1－3 0761－74－5575

加賀市 東出　公子 介護支援専門員 居宅介護支援相談室 みつばち 加賀市松が丘1丁目7－31 0761－73－4567

加賀市 松下　ひかり 栄養士 渋谷医院 加賀市松が丘1丁目7－31 0761－73－2227

加賀市 松田　佳美 看護師（病院） 片山津温泉丘の上病院 加賀市冨塚町中尾1－3 0761－74－5575

加賀市 宮河　哲夫 薬剤師 有限会社トラヤ薬局 加賀市大聖寺越前町3番地 0761－73－0051

加賀市 村田　久美 訪問介護員 たきの里・ききょうが丘ヘルパーステーション 加賀市山代温泉桔梗丘4丁目1番地1 0761－76－3640

加賀市 村田　由香里 介護支援専門員 太陽のプリズム河原 加賀市河原町ホ36 0761－77－0361

加賀市 村中　敦子 看護師（病院） 加賀こころの病院 加賀市幸町2－63 0761－72－0880

加賀市 村元　泰江 介護支援専門員 加賀中央慈妙院 加賀市山田町蛇谷1－16 0761－76－7111

加賀市 山越　利江 介護支援専門員 認知症対応型共同生活介護グループホーム 桜の園 加賀市松が丘1丁目15－15 0761－73－2588

加賀市 山谷　紀美代 看護師（病院） 片山津温泉丘の上病院 加賀市冨塚町中尾1－3 0761－74－5575

加賀市 渡　都 医療ソーシャルワーカー 片山津温泉丘の上病院 加賀市冨塚町中尾1－3 0761－74－5575

小松市 朝日　愛 地域包括支援センター職員 松陽・御幸高齢者総合相談センター 小松市向本折町ホ31 0761－22－2280

小松市 飴山　千恵子 介護支援専門員 やわた居宅介護支援事業所 小松市八幡イ12－7 0761－47－4476

小松市 大音師　雅樹 地域包括支援センター職員 松東高齢者総合相談センター 小松市長谷町50番地5 0761－46－8200

小松市 大山　久美子 介護支援専門員 ウェリナ居宅介護支援事業所 小松市八幡ロ41－6 0761－47－7217

小松市 笠谷　康子 介護支援専門員 介護相談センターかけはし 小松市島町リ337－1 0761－46－6784

小松市 川崎　奈美恵 介護支援専門員 介護相談センターかけはし 小松市島町リ337－1 0761－46－6784

小松市 北村　順子 介護支援専門員 みたに居宅介護支援事業所 小松市北浅井町ハ77 0761－22－5030

小松市 澤田　恭子 地域包括支援センター職員 松陽・御幸高齢者総合相談センター 小松市向本折町ホ31 0761－22－2280

小松市 塩崎　文彦 介護支援専門員 みたに居宅介護支援事業所 小松市北浅井町ハ77 0761－22－5030

小松市 鈴木　森夫 介護支援専門員 介護相談センターかけはし 小松市島町リ337－1 0761－46－6784

小松市 武田　奈津 介護支援専門員 松寿園介護センター 小松市向本折町ホ31 0761－22－9333

小松市 中條　智子 介護支援専門員 ウェリナ居宅介護支援事業所 小松市八幡ロ41－6 0761－47－7217

小松市 辻　淑恵 介護支援専門員 ほっと今江居宅介護支援事業所 小松市今江町7－18－1 0761－24－2826

小松市 中田　正浩 介護支援専門員 松寿園介護センター 小松市向本折町ホ31 0761－22－9333

小松市 中田　真弓 地域包括支援センター職員 松陽・御幸高齢者総合相談センター 小松市向本折町ホ31 0761－22－2280

小松市 中西　雅恵 介護支援専門員 デイサービスそのまちサロン 小松市園町ホ126番地1 0761－46－5513

小松市 西出　恵里 県職員 南加賀保健福祉センター 小松市園町ヌ48番地 0761－22－0793

小松市 林　真紀 医療ソーシャルワーカー やわたメディカルセンター 小松市八幡イ12－7 0761－47－1212

小松市 淵田　明美 介護支援専門員 第二松寿園居宅介護支援事業所 小松市月津町ヲ95 0761－43－2771

小松市 松村　朋枝 理学療法士 やわたメディカルセンター 小松市八幡イ12－7 0761－47－1212

小松市 宮西　紘市 看護師（病院） 森田病院 小松市園町ホ99－1 0761－21－1555

小松市 山本　真季 地域包括支援センター職員 南部高齢者総合相談センター 小松市上荒屋町ソの4番地の10 0761－65－3131



市　町 氏　名 職　種 所属(勤務先） 所属(勤務先）住所 所属(勤務先）連絡先

能美市 岡崎　京子 介護支援専門員 ニチイケアセンター能美 能美市寺井町ぬ82 0761－57－4474

能美市 岸　千恵美 介護支援専門員 ニチイケアセンター能美 能美市寺井町ぬ82 0761－57－4474

能美市 工藤　恭子 介護福祉士 寺井病院 能美市寺井町ウ84 0761－58－5500

能美市 仁地　美代 介護支援専門員 芳珠記念病院　居宅介護支援事業所 能美市緑が丘11丁目71 0761－51－6077

能美市 茶谷　志津子 介護支援専門員 芳珠記念病院　居宅介護支援事業所 能美市緑が丘11丁目71 0761－51－6077

能美市 中屋　裕朗 介護支援専門員 能美市立病院 能美市大浜町ノ85 0761－55－0598

能美市 成瀬　幸子 介護支援専門員 ケアホーム杜の郷能美 能美市寺井町ニ28－1 0761－58－5624

能美市 福岡　紀子 介護支援専門員 グループホーム金さん銀さん 能美市西二口町丙27番地 0761－55－6611

能美市 松代　ゆかり 地域包括支援センター職員 能美市高齢者支援センター（地域包括支援センター） 能美市寺井町ぬ48 0761－58－2234

能美市 南出　壮史 介護支援専門員 小楽部 能美市三道山町ト11－1 0761－57－4431

能美市 南山　祐子 地域包括支援センター職員 能美市高齢者支援センター（地域包括支援センター） 能美市寺井町ぬ48 0761－58－2234

能美市 室谷　敏美 介護支援専門員 芳珠記念病院　居宅介護支援事業所 能美市緑が丘11丁目71 0761－51－6077

能美市 明福　真理子 作業療法士 能美市介護老人保健施設はまなすの丘 能美市大浜町ム52番地18 0761－55－8855

能美市 森　千枝子 介護支援専門員 ニチイケアセンター能美 能美市寺井町ぬ82 0761－57－4474

能美市 山下　実千代 地域包括支援センター職員 能美市高齢者支援センター（地域包括支援センター） 能美市寺井町ぬ48 0761－58－2234

白山市 相澤　洋子 介護支援専門員 ニチイケアセンター松任 白山市石同新町275番地1 076－276－9958

白山市 浅香　弥生 地域包括支援センター職員 白山市高齢者支援センター 白山市倉光八丁目16番地1 076－276－6200

白山市 畦道　憲司 介護支援専門員 居宅介護支援センター千代野 白山市千代野東五丁目1番地2 076－276－7718

白山市 石田　小百合 介護支援専門員 居宅介護支援センター光野 白山市番匠町443番地 076－274－7816

白山市 磯貝　豊昭 介護支援専門員 公立つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ノ1番地 076－272－1250

白山市 大杉　千鶴 介護支援専門員 白山市社協ケアプランセンター 白山市倉光八丁目16番地1 076－276－3151

白山市 岡田　育子 介護支援専門員 白山市社協ケアプランセンター 白山市倉光八丁目16番地1 076－276－3151

白山市 桶屋　絹代 介護支援専門員 居宅介護支援センター千代野 白山市千代野東五丁目1番地2 076－276－7718

白山市 柿本　あかね 介護支援専門員 居宅介護支援センター剣崎 白山市剣崎町1484番地 076－275－1110

白山市 小橋　文子 介護支援専門員 居宅介護支援センターえくぼ 白山市平加町ニ66－1 076－259－6020

白山市 五郎川　外美江 介護支援専門員 居宅支援事業所　時 白山市末広二丁目35番地 076－275－5055

白山市 塩谷　郁子 看護師（診療所） しおのやクリニック 白山市湊町レ33－1 076－278－3355

白山市 白井　優子 介護支援専門員 居宅介護支援センター千代野 白山市千代野東五丁目1番地2 076－276－7718

白山市 杉本　千鶴 介護支援専門員 白山市社協ケアプランセンター 白山市倉光八丁目16番地1 076－276－3151

白山市 瀧田　美咲 介護支援専門員 居宅介護支援センター剣崎 白山市剣崎町1484番地 076－275－1110

白山市 竹浪　睦子 介護支援専門員 居宅介護支援センター剣崎 白山市剣崎町1484番地 076－275－1110

白山市 谷口　良美 看護師（訪問看護ST） 白山松任訪問看護ステーション 白山市倉光三丁目100番地 076－274－7201

白山市 出村　美恵子 介護支援専門員 居宅介護支援センター千代野 白山市千代野東五丁目1番地2 076－276－7718

白山市 中島　実加子 介護支援専門員 居宅介護支援センター光野 白山市番匠町443番地 076－274－7816

白山市 中塚　敦子 介護支援専門員 居宅介護支援センター千代野 白山市千代野東五丁目1番地2 076－276－7718

白山市 中野　雄介 相談員（介護保険施設） 特別養護老人ホームあじさいの郷 白山市明島町春130 076－273－0123

白山市 梨木　照美 介護支援専門員 居宅介護支援センターえくぼ 白山市平加町ニ66－1 076－259－6020

白山市 針道　佳代美 看護師（病院） 公立つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ノ1番地 076－272－1250

白山市 東　幸子 介護支援専門員 居宅介護支援事業所あじさいの郷 白山市明島町春130 076－273－3005

白山市 廣瀬　好美 地域包括支援センター職員 白山市高齢者支援センター 白山市倉光1丁目16番1 076－276－6200

白山市 松本　信子 看護師（病院） 公立つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ノ1番地 076－272－2222

白山市 宮谷　洋子 介護支援専門員 居宅介護支援センター福寿園 白山市山島台四丁目100番地 076－276－6839

白山市 茗荷谷　憲子 看護師（訪問看護ST） 白山松任訪問看護ステーション 白山市倉光3丁目100　健康センター松任内 076－274－7201

白山市 村山　美奈子 看護師（病院） 公立つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ノ1番地 076－272－2222

白山市 元田　聡 介護支援専門員 特別養護老人ホームあじさいの郷 白山市明島町春130 076－273－0123

白山市 森　季江 地域包括支援センター職員 白山市高齢者支援センター 白山市倉光1丁目16番1 076－276－6200

白山市 森　由紀子 地域包括支援センター職員 白山市高齢者支援センター 白山市倉光八丁目16番地1 076－276－6200

白山市 山田　さゆり 介護支援専門員 居宅介護支援センター剣崎 白山市剣崎町1484番地 076－275－1110

白山市 綿谷　聡成 施設長（介護保険施設） 特別養護老人ホームあじさいの郷 白山市明島町春130 076－273－0123

野々市市 大野　恵代 管理者（介護事業所） イエローガーデン金沢白山 野々市市柳町36番2 076－275－9771

野々市市 大湊　香織 介護支援専門員 ぽーれぽーれ野々市 野々市市粟田5－486 076－281－6111

野々市市 北　外志之 施設長（介護事業所） マナの家 野々市市本町1丁目21－2 076－294－0550

野々市市 坂井　賛瑛美 事務職 ひなの家 野々市市矢作3丁目10 076－287－5933

野々市市 品田　真奈美 作業療法士 金沢脳神経外科病院 野々市市郷町262－2 076－246－5600

野々市市 高多　真裕美 作業療法士 金沢脳神経外科病院 野々市市郷町262－2 076－246－5600

野々市市 寺尾　朋美 地域包括支援センター職員 野々市市地域包括支援センター 野々市市三納1丁目1番地 076－227－6067

野々市市 仲佐　東 作業療法士 金沢脳神経外科病院 野々市市郷町262－2 076－246－5600

野々市市 中島　愛 作業療法士 金沢脳神経外科病院 野々市市郷町262－2 076－246－5600

野々市市 中村　美枝 介護支援専門員 とびうめ居宅介護支援センター 野々市市三納1－1 076－231－4013

野々市市 東川　哲朗 作業療法士 金沢脳神経外科病院 野々市市郷町262－2 076－246－5600

野々市市 廣田　尚子 介護支援専門員 野々市市地域包括支援センター 野々市市三納一丁目1番地 076－227－6067

野々市市 深草　芳江 介護支援専門員 野々市市地域包括支援センター 野々市市三納一丁目1番地 076－227－6067

野々市市 藤井　環 介護支援専門員 富樫苑居宅介護支援事業所 野々市市中林4丁目62 076－248－8474

野々市市 藤井　三寿代 介護支援専門員 野々市市地域包括支援センター 野々市市三納一丁目1番地 076－227－6067

野々市市 古谷　亜希子 地域包括支援センター職員 野々市市地域包括支援センター 野々市市三納一丁目1番地 076－227－6067

野々市市 堀田　幸子 介護支援専門員 野々市市地域包括支援センター 野々市市三納一丁目1番地 076－227－6067

野々市市 松本　祥子 介護支援専門員 ケアマネかんじん 野々市市新庄2丁目45番地 076－248－7770

野々市市 道端　真 介護支援専門員 野々市市社会福祉協議会 野々市市矢作三丁目1番地2 076－246－5570

野々市市 宮前　真弓 地域包括支援センター職員 野々市地域相談センター 野々市市中林4丁目62 076－248－8474

野々市市 向　七百枝 介護支援専門員 野々市市社会福祉協議会 野々市市矢作三丁目1番地2 076－246－5570

野々市市 山下　由香 介護支援専門員 ぽーれぽーれ野々市 野々市市粟田5－486 076－281－6111

野々市市 山地　明美 介護支援専門員 居宅介護支援事業所ケアマネかんじん 野々市市新庄2丁目45番地 076－248－7770

野々市市 山中　瑞穂 介護支援専門員 野々市市社会福祉協議会 野々市市矢作三丁目1番地2 076－246－5570

野々市市 山野　小有里 介護支援専門員 野々市市社会福祉協議会 野々市市矢作三丁目1番地2 076－246－5570

野々市市 結城　芙美 地域包括支援センター職員 野々市市地域包括支援センター 野々市市三納一丁目1番地 076－227－6067

金沢市 池本　明子 地域包括支援センター職員 金沢市地域包括支援センターくらつき 金沢市鞍月東1丁目8－2　武蔵商事ビル3階 076－237－8063

金沢市 石野　由美 看護師 ふくし百選デイサービス金沢 金沢市寺地2丁目2番9号 076－287－3885

金沢市 一枚田　勝美 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　そらふね株式会社M・R・Cジャパン 金沢市古府2丁目248番地 076－287－5880

金沢市 岩　洋一 介護支援専門員 サンウェルズ金沢居宅介護支援事業所 金沢市米泉町2丁目76－1 076－272－8983

金沢市 岩本　正宏 介護支援専門員 陽風園 金沢市三口新町1丁目8－1 076－263－7101

金沢市 梅野　金一 介護支援専門員 あおいとりケアサービス 金沢市久安二丁目429番地21 076－247－5011

金沢市 大石　睦子 医療ソーシャルワーカー 敬愛病院 金沢市兼六元町14－21 076－222－1301

金沢市 大崎　善則 介護支援専門員 陽風園生活支援センター 金沢市三口新町1－8－1 076－262－6858

金沢市 大谷　千晴 管理栄養士 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号 076－233－1811

金沢市 奥出　聡美 介護支援専門員 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号 076－233－1811



市　町 氏　名 職　種 所属(勤務先） 所属(勤務先）住所 所属(勤務先）連絡先

金沢市 尾崎　泰士 理学療法士 千木病院 金沢市千木町へ33－1 076－257－8600

金沢市 乙田　雅章 薬剤師 プラス薬局 金沢市木越町チ80－6 076－239－4193

金沢市 笠間　明子 地域包括支援センター職員 金沢市地域包括支援センターやましな 金沢市山科町午40－1 076－241－8165

金沢市 鍛冶　享子 地域包括支援センター職員 金沢市地域包括支援センターながさか 金沢市泉野出町1丁目22番26号 076－280－5111

金沢市 数枝　十三枝 看護師（訪問看護ST） 金沢医療生活協同組合 金沢市天神町1－18－37 076－264－0698

金沢市 狩谷　健太郎 薬剤師 北塚らいふ薬局 金沢市北塚町西387－1 076－249－7778

金沢市 河原　久美子 医療ソーシャルワーカー 金沢赤十字病院 金沢市三馬2－251 076－242－8131

金沢市 木谷　幸子 看護師（訪問看護ST） こすもす訪問看護ステーション金沢 金沢市諸江町下丁88－1 076－208－2081

金沢市 北元　裕美子 介護支援専門員 あっぷるケアプランサポート 金沢市泉野出町1丁目22番26号　Bell-2　1F 076－280－5151

金沢市 北山　朱美 薬剤師 メディ菊川薬局 金沢市菊川1－17－15 076－264－9344

金沢市 木下　ひろみ 地域包括支援センター職員 金沢市地域包括支援センターながさか 金沢市泉野出町1丁目22番26号 076－280－5111

金沢市 木村　和亨 介護支援専門員 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号 076－233－1811

金沢市 国下　淑代 精神保健福祉士 岡部病院 金沢市長坂町チ15番地 076－243－1222

金沢市 蔵　雅美 介護支援専門員 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号 076－233－1811

金沢市 倉下　陽子 看護師（病院） 県立中央病院 金沢市鞍月東2丁目1番地 076－237－8211

金沢市 小池　隆行 作業療法士 城北病院 金沢市京町20－3 076－251－6111

金沢市 小堺　武士 理学療法士 ケアパック石川　リハビリ訪問看護ステーション 金沢市窪7丁目267 076－226－6677

金沢市 小西　英大 医療ソーシャルワーカー 金沢赤十字病院 金沢市三馬2－251 076－242－8131

金沢市 小西　知世 医療ソーシャルワーカー KKR北陸病院 金沢市泉が丘2－13－43 076－243－1191

金沢市 佐々木　美智子 介護支援専門員 あっぷるケアプランサポート 金沢市泉野出町1丁目22番26号　Bell-2　1F 076－280－5151

金沢市 真田　深雪 医療ソーシャルワーカー 浅ノ川総合病院 金沢市小坂町中83番地 076－252－2101

金沢市 清水　伸代 看護師（病院） 医療法人社団　青和病院 金沢市大浦町ホ22－1 076－238－3636

金沢市 庄田　和代 相談員（介護保険事業所） デイサービスセンターすこやか倶楽部なるわ 金沢市春日町11－16 076－252－7788

金沢市 白山　武志 作業療法士 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号 076－233－1811

金沢市 鷹合　いつか 医療ソーシャルワーカー KKR北陸病院 金沢市泉が丘2－13－43 076－243－1191

金沢市 竹林　典康 介護支援専門員 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号 076－233－1811

金沢市 竹森　早苗 看護師（訪問看護ST） 訪問看護ステーションいしびき 金沢市石引4丁目3－5 076－221－1005

金沢市 田中　史葉 理学療法士 ケアパック石川　リハビリ訪問看護ステーション 金沢市窪7丁目267 076－226－6677

金沢市 地原　尚子 介護支援専門員 ケアプランセンターすこやか倶楽部 金沢市春日町11－16 076－252－7787

金沢市 塚本　美絵子 地域包括支援センター職員 金沢市地域包括支援センターやましな 金沢市山科町午40－1 076－241－8165

金沢市 洞庭　秀一 事務職 洞庭医院 金沢市広岡1丁目12－5 076－221－6875

金沢市 中川　真由美 介護支援専門員 ニチイケアセンター不動寺 金沢市堅田町丙48－1 076－258－7760

金沢市 中川　洋子 理学療法士 城北病院 金沢市京町20－3 076－251－6111

金沢市 長田　和久 地域包括支援センター職員 金沢市地域包括支援センターやましな 金沢市山科町午40－1 076－241－8165

金沢市 中村　志香 薬剤師 中村医院 金沢市黒田1－188 076－240－4320

金沢市 中村　美智代 看護師（訪問看護ST） 訪問看護ステーションいしびき 金沢市石引4丁目3－5 076－221－1005

金沢市 鍋谷　晴子 ヘルパー（介護保険事業所） 金沢春日ケアセンター 金沢市元菊町20－1 076－262－3300

金沢市 西田　華 精神保健福祉士 かないわ病院 金沢市普正寺町9－6 076－267－0601

金沢市 新田　敦子 看護師（病院） 金沢赤十字病院 金沢市三馬2－251 076－242－8131

金沢市 丹羽　一登 管理者 ふくし百選デイサービス金沢 金沢市寺地2丁目2番9号 076－287－3885

金沢市 能上　美喜子 看護師（訪問看護ST） 訪問看護ステーションいしびき 金沢市石引4丁目3－5 076－221－1005

金沢市 能村　和宏 作業療法士 医療法人社団　青和病院 金沢市大浦町ホ22－1 076－238－3636

金沢市 橋　典孝 地域包括支援センター職員 金沢市地域包括支援センターかすが 金沢市鳴和1丁目1番10号 076－253－4165

金沢市 八田　明美 介護支援専門員 ニチイケアセンター不動寺 金沢市堅田町丙48－1 076－258－7760

金沢市 濱田　葵 介護支援専門員 ジェイコー金沢病院附属居宅介護支援事業所 金沢市沖町ハ－15 076－253－5058

金沢市 東　美希 理学療法士 川北病院 金沢市野町1丁目3－55 076－241－8351

金沢市 廣野　雅志 介護支援専門員 陽風園生活支援センター 金沢市三口新町1－8－1 076－262－6858

金沢市 藤田　智志 精神保健福祉士 十全病院 金沢市田上本町か45－1 076－231－5477

金沢市 星野　真理子 ソーシャルワーカー（介護保険施設） 特別養護老人ホーム彦三きらく園 金沢市彦三町1丁目8番8号 076－223－6611

金沢市 細畑　陽子 看護師（病院） 県立中央病院 金沢市鞍月東2丁目1番地 076－237－8211

金沢市 道岸　奈緒美 医療ソーシャルワーカー KKR北陸病院 金沢市泉が丘2－13－43 076－243－1191

金沢市 村田　秀淑 介護職員 あんのん山科 金沢市窪6丁目141番地1 076－241－6868

金沢市 村地　広美 相談員（介護保険施設） 彦三きらく園 金沢市彦三町1－8－8 076－223－6611

金沢市 森　昌秋 事務職 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号 076－233－1811

金沢市 森　洋子 看護師（病院） 医療法人社団　青和病院 金沢市大浦町ホ22－1 076－238－3636

金沢市 森倉　理恵子 精神保健福祉士 医療法人社団　青和病院 金沢市大浦町ホ22－1 076－238－3636

金沢市 森山　雅美 介護支援専門員 中央福祉会居宅介護支援事業所 金沢市太陽が丘3－1－1 076－233－2203

金沢市 諸江　都 介護支援専門員 テルウェル介護センター 金沢市富樫3－6－17 076－247－8638

金沢市 矢口　まほの 看護師（病院） 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号 076－233－1811

金沢市 山崎　真人 介護支援専門員 サンウェルズ金沢居宅介護支援事業所 金沢市米泉町2丁目76－1 076－272－8983

金沢市 山前　有子 介護支援専門員 かないわ病院 金沢市普正寺町9－6 076－267－0601

金沢市 辨谷　啓 精神保健福祉士 医療法人社団　青和病院 金沢市大浦町ホ22－1 076－238－3636

金沢市 邨井　一政 介護職員（介護保険施設） 彦三きらく園 金沢市彦三町1－8－8 076－223－6611

内灘町 横谷　みどり 地域包括支援センター職員 内灘町地域包括支援センター 河北郡内灘町字大学1丁目2番地1 076－286－6750

内灘町 吉田　みち代 介護支援専門員 こすもす居宅介護支援事業所金沢 河北郡内灘町宮坂4－2－1 076－286－9003

津幡町 坂屋　弘子 看護師（病院） 河北中央病院 河北郡津幡町字津幡ロ51番地2 076－289－2117

津幡町 東　実紀 理学療法士 河北中央病院 河北郡津幡町字津幡ロ51－2 076－289－2117

津幡町 松本　泉 医療ソーシャルワーカー 河北中央病院 河北郡津幡町字津幡ロ51－2 076－289－2117

かほく市 大西　昌江 精神保健福祉士 県立高松病院 かほく市内高松ヤ36 076－281－1125

かほく市 金丸　三和子 看護師（病院） 県立高松病院 かほく市内高松ヤ36 076－281－1125

かほく市 川口　幸子 介護支援専門員 かほく市社会福祉協議会中央居宅介護支援事業所 かほく市遠塚ロ52－10 076－285－2883

かほく市 川島　和代 大学講師 県立看護大学 かほく市学園台1－1 076－281－8300

かほく市 元女　貴久乃 介護支援専門員 二ツ屋病院 かほく市二ツ屋ソ72番地 076－281－0172

かほく市 塩田　繁人 作業療法士 県立高松病院 かほく市内高町ヤ36 076－281－1125

かほく市 竹田　昌代 地域包括支援センター職員 かほく市地域包括支援センター かほく市宇野気ニ81 076－283－7122

かほく市 竹田　眞寿美 介護支援専門員 支援センターぽぽ かほく市高松ラ28番28 076－281－3612

かほく市 福原　真紀 看護師（病院） 県立高松病院 かほく市内高松ヤ36 076－281－1125

かほく市 別宗　誠 介護職員 かほく市宇ノ気デイサービスセンター かほく市宇野気ニ71番地2 076－283－4097

かほく市 山川　透 精神保健福祉士 県立高松病院 かほく市内高町ヤ36 076－281－1125

かほく市 和田　誠次 介護支援専門員 芙蓉会居宅介護支援事業所 かほく市二ツ屋ツ50番1 076－282－5670

宝達志水町 小川　智子 地域包括支援センター職員 宝達志水町地域包括支援センター 羽咋郡宝達志水町門前サ11 0767－28－8110

宝達志水町 佐藤　里美 薬剤師 押水瑠璃光薬局 羽咋郡宝達志水町門前150－9 0767－28－8585

宝達志水町 杉本　弘子 地域包括支援センター職員 宝達志水町地域包括支援センター 羽咋郡宝達志水町門前サ11 0767－28－8110

宝達志水町 高木　栄子 地域包括支援センター職員 宝達志水町地域包括支援センター 羽咋郡宝達志水町門前サ11 0767－28－8110

羽咋市 井上　麻有子 医療ソーシャルワーカー 公立羽咋病院 羽咋市的場町松崎24 0767－22－1220
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羽咋市 上井　直子 介護支援専門員 眉丈園 羽咋市的場町稲荷山出口26－2 0767－22－5262

羽咋市 尾崎　真裕美 看護師（病院） 公立羽咋病院 羽咋市的場町松崎24 0767－22－1220

羽咋市 角谷　悦和 看護師（訪問看護ST） 羽咋市在宅総合サービスステーション 羽咋市鶴多町亀田17 0767－22－9418

羽咋市 北出　由美子 介護職員 ぐるーぷほーむ福の神 羽咋市四柳町つ17 0767－26－8077

羽咋市 小谷　優子 訪問介護員 眉丈園 羽咋市的場町稲荷山出口26－2 0767－22－5262

羽咋市 定免　礼子 介護職員 たきのーほーむ福の神 羽咋市四柳町つ17 0767－26－8077

羽咋市 高木　いづみ 介護支援専門員 羽咋市在宅総合サービスステーション 羽咋市鶴多町亀田17 0767－22－9418

羽咋市 西井　寿文 医療ソーシャルワーカー 公立羽咋病院 羽咋市的場町松崎24 0767－22－1220

羽咋市 橋谷　薫 介護支援専門員 介護相談センター羽咋 羽咋市柳橋町堂田53－1 0767－22－5652

羽咋市 柳沢　昌代 介護支援専門員 羽咋市在宅総合サービスステーション 羽咋市鶴多町亀田17 0767－22－9418

羽咋市 渡　留美 介護支援専門員 ケアサービス夢の華 羽咋市兵庫町13－1 0767－22－5050

志賀町 稲安　賢之 介護職員 有緑の荘 羽咋郡志賀町仏木ク15－20 0767－37－1122

志賀町 大崎　直子 地域包括支援センター職員 志賀町地域包括支援センター 羽咋郡志賀町末吉千古1－3 0767－32－9133

志賀町 坂本　加代子 介護支援専門員 有縁の荘 羽咋郡志賀町仏木ク15－20 0767－37－1122

志賀町 柴中　絹恵 介護職員 グループホームあじさい 羽咋郡志賀町仏木ク15－20 0767－37－1122

志賀町 田島　香織 介護支援専門員 有縁の荘 羽咋郡志賀町仏木ク15－20 0767－37－1122

志賀町 髭右近　優子 地域包括支援センター職員 志賀町地域包括支援センター 羽咋郡志賀町末吉千古1－3 0767－32－9133

志賀町 山下　陽子 看護師（訪問看護ST） 志賀町訪問看護ステーション 羽咋郡志賀町高浜カ1－1 0767－32－5585

志賀町 山科　外美子 介護支援専門員 はまなす園在宅介護支援センター 羽咋郡志賀町赤住ハ4－1 0767－32－4688

中能登町 今井　裕己 介護職員 ほのぼの 鹿島郡中能登町末坂2部33番地1 0767－74－8065

中能登町 岡島　美恵 介護支援専門員 グループホーム一青の家 鹿島郡中能登町一青な2 0767－74－0428

中能登町 小川　真由美 介護職員 ほのぼの 鹿島郡中能登町末坂2部33番地1 0767－74－8065

中能登町 国分　文孝 介護福祉士 グループホーム一青の家 鹿島郡中能登町一青な2 0767－74－0428

中能登町 澤　美幸 介護支援専門員 中能登町社会福祉協議会 鹿島郡中能登町末坂2－37－1 0767－74－2252

中能登町 神保　明枝 地域包括支援センター職員 中能登町地域包括支援センター 鹿島郡中能登町能登部下85部1番地 0767－72－2697

中能登町 大根　秀子 介護職員 なごみの里　鹿島 鹿島郡中能登町浅井ろ106 0767－76－2270

中能登町 高柳　真由美 看護師（介護） デイサービスいこい 鹿島郡中能登町東馬場ほ部18番地1 0767－76－2136

中能登町 武原　葵 地域包括支援センター職員 中能登町地域包括支援センター 鹿島郡中能登町能登部下85部1番地 0767－72－2697

中能登町 谷　夕紀 介護支援専門員 中能登町社会福祉協議会 鹿島郡中能登町末坂2－37－1 0767－74－2252

中能登町 田森　昌宏 介護支援専門員 グループホーム一青の家 鹿島郡中能登町一青な2 0767－74－0428

中能登町 辻口　こずえ 地域包括支援センター職員 中能登町地域包括支援センター 鹿島郡中能登町能登部下85部1番地 0767－72－2697

中能登町 寺井　正枝 介護職員 なごみの里　鹿島 鹿島郡中能登町浅井ろ106 0767－76－2270

中能登町 西川　雅美 地域包括支援センター職員 中能登町地域包括支援センター 鹿島郡中能登町能登部下85部1番地 0767－72－2697

中能登町 長谷　晋良 地域包括支援センター職員 中能登町地域包括支援センター 鹿島郡中能登町能登部下85部1番地 0767－72－2697

中能登町 藤原　文恵 介護職員 ほのぼの 鹿島郡中能登町末坂2部33番地1 0767－74－8065

中能登町 本多　雅博 介護職員 ほのぼの 鹿島郡中能登町末坂2部33番地1 0767－74－8065

中能登町 山本　美栄子 生活相談員 中能登町社会福祉協議会 鹿島郡中能登町末坂2－37－1 0767－74－2252

中能登町 横町　正美 ヘルパー 中能登町社会福祉協議会 鹿島郡中能登町末坂2－37－1 0767－74－2252

中能登町 吉野　智佳子 看護師（介護） グループホーム一青の家 鹿島郡中能登町一青な2 0767－74－0428

七尾市 愛徳　亜矢 管理者（介護事業所） 恵寿みおや 七尾市高岡町94番地 0767－77－1014

七尾市 青山　博子 介護支援専門員 ふれあい介護七尾市社協 七尾市本府中町ヲ部38番地　七尾サンライフプラザ 0767－53－1880

七尾市 赤岩　徹 介護福祉士 和光苑 七尾市津向町ト－107 0767－52－3665

七尾市 伊藤　由美 介護支援専門員 えんやま健康クリニック 七尾市千野町に10 0767－57－0177

七尾市 浦部　洋子 管理者 グループホーム夕なぎ 七尾市松百町リ56－1 0767－53－7170

七尾市 扇　真須美 介護福祉士 鶴友苑 七尾市田鶴浜町リ－11－1 0767－68－6221

七尾市 笠間　礼子 介護支援専門員 あっとほーむ若葉 七尾市矢田町22七株田12－5 0767－53－8701

七尾市 形田　晃子 介護福祉士 和光苑 七尾市津向町ト－107 0767－52－3665

七尾市 北山　達朗 地域包括支援センター職員 七尾市地域包括支援センター 七尾市本府中町ヲ部38 0767－53－5789

七尾市 木下　真由美 介護支援専門員 在宅支援サービスステーションさはら 七尾市石崎町タ部13番地1 0767－62－0771

七尾市 小坂　よし子 看護師 えんやま健康クリニック 七尾市千野町に10 0767－57－0177

七尾市 柴田　明日香 支援相談員 和光苑 七尾市津向町ト－107 0767－52－3665

七尾市 清水　恵子 介護職員 介護老人福祉施設　千寿苑 七尾市千野町に15 0767－57－8801

七尾市 諏訪　勝志 介護支援専門員 居宅介護支援事業所けいじゅ 七尾市富岡町94番地 0767－54－0631

七尾市 高木　ひとみ 介護支援専門員 恵寿みおや 七尾市高岡町94番地 0767－77－1014

七尾市 高橋　朝子 マッサージ師 北村病院 七尾市御祓町ホ－26－5 0767－52－1173

七尾市 竹内　菜穗子 看護師（介護） ひなたぼっこ 七尾市小丸山台3丁目3番地 0767－53－3901

七尾市 竹田　裕見 センター長 あっとほーむコモド 七尾市黒崎町へ部32番地 0767－59－1290

七尾市 竹森　紀美子 介護支援専門員 あっとほーむ若葉 七尾市矢田町22七株田12－5 0767－53－8701

七尾市 田辺　めぐみ 精神保健福祉士 公立能登総合病院　精神センター 七尾市藤橋町ア部6番地4 0767－52－6611

七尾市 筒井　静恵 介護支援専門員 けいじゅ一本杉 七尾市一本杉町37番地 0767－52－7181

七尾市 角　優子 介護支援専門員 ふれあい介護七尾市社協 七尾市本府中町ヲ部38番地　七尾サンライフプラザ 0767－53－1880

七尾市 中井　実千代 介護支援専門員 鶴友苑 七尾市田鶴浜町リ－11－1 0767－68－6221

七尾市 中田　真紀子 介護支援専門員 在宅支援サービスステーションさはら 七尾市石崎町タ部13番地1 0767－62－0771

七尾市 中村　幸美 ヘルパー あっとほーむ若葉 七尾市矢田町22七株田12－5 0767－53－8701

七尾市 野崎　閲子 管理栄養士 北村病院 七尾市御祓町ホ－26－5 0767－52－1173

七尾市 白山　京子 看護師（訪問看護ST） 七尾訪問看護ステーション 七尾市本府中町ソ20番地 0767－52－6001

七尾市 橋本　良子 管理栄養士 県栄養士会能登支部 七尾市南ヶ丘町21 0767－52－5245

七尾市 福久　典子 介護福祉士 けいじゅ一本杉 七尾市一本杉町37番地 0767－52－7181

七尾市 宮崎　幸子 ヘルパー あっとほーむ若葉 七尾市矢田町22七株田12－5 0767－53－8701

七尾市 宮田　邦子 介護支援専門員 北村病院 七尾市御祓町ホ－26－5 0767－52－1173

七尾市 谷内　志津子 介護支援専門員 あっとほーむ若葉 七尾市矢田町22七株田12－5 0767－53－8701

七尾市 山岸　琴子 介護支援専門員 ふれあい介護七尾市社協 七尾市本府中町ヲ部38番地　七尾サンライフプラザ 0767－53－1880

七尾市 山外　初美 介護支援専門員 恵寿居宅介護支援事業所 七尾市富岡町94番地 0767－52－2311

七尾市 山本　哲久 生活相談員 あっとほーむ若葉 七尾市矢田町22七株田12－5 0767－53－8701

七尾市 山本　直美 介護支援専門員 恵寿居宅介護支援事業所 七尾市富岡町94番地 0767－52－2311

七尾市 吉田　由紀江 地域包括支援センター職員 七尾市地域包括支援センター 七尾市本府中町ヲ部38 0767－53－5789

輪島市 桐本　豊江 看護師（診療所） 舩木クリニック 輪島市釜屋谷3－5 0768－23－0866

輪島市 田口　佐和子 地域包括支援センター職員 輪島市地域包括支援センター 輪島市河井町2部287番地1 0768－23－1174

輪島市 二角　真理子 地域包括支援センター職員 輪島市地域包括支援センター 輪島市河井町2部287番地1 0768－23－1174

珠洲市 四十住　縁 言語聴覚士 あいずみクリニック 珠洲市飯田町10部60番地1 0768－82－0002

珠洲市 田中　寬丈 地域包括支援センター職員 珠洲市地域包括支援センター 珠洲市上戸北方1－6－2 0768－82－7746

穴水町 岩野　まどか 地域包括支援センター職員 穴水町地域包括支援センター 鳳珠郡穴水町字川島タの38番地　穴水町保健センター 0768－52－3378

穴水町 浦西　広子 看護師（病院） 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町字川島タの8番地 0768－52－0511

穴水町 大畑　敬一郎 作業療法士 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町字川島タの8番地 0768－52－0511

穴水町 黒田　のりこ 地域包括支援センター職員 穴水町地域包括支援センター 鳳珠郡穴水町字川島タの38番地　穴水町保健センター 0768－52－3378



市　町 氏　名 職　種 所属(勤務先） 所属(勤務先）住所 所属(勤務先）連絡先

穴水町 小林　裕子 地域包括支援センター職員 穴水町地域包括支援センター 鳳珠郡穴水町字川島タの38番地　穴水町保健センター 0768－52－3378

穴水町 谷口　美知子 看護師（病院） 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町字川島タの8番地 0768－52－0511

穴水町 辻野　和子 看護師（病院） 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町字川島タの8番地 0768－52－0511

穴水町 畠　紀子 地域包括支援センター職員 穴水町地域包括支援センター 鳳珠郡穴水町字川島タの38番地　穴水町保健センター 0768－52－3378

穴水町 濱　二美子 看護師（訪問看護ST） 穴水訪問看護ステーション 鳳珠郡穴水町字川島タの8番地　穴水総合病院内 0768－52－3288

穴水町 林　　要 薬剤師 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町字川島タの8番地 0768－52－0511

能登町 大鷲　久仁子 地域包括支援センター職員 能登町地域包括支援センター 鳳珠郡能登町字松波13－75 0768－72－2513

能登町 角井　奈保子 地域包括支援センター職員 能登町地域包括支援センター 鳳珠郡能登町字松波13－75 0768－72－2513

能登町 坂本　奈菜 地域包括支援センター職員 能登町地域包括支援センター 鳳珠郡能登町字松波13－75 0768－72－2513

能登町 久田　緑 地域包括支援センター職員 能登町地域包括支援センター 鳳珠郡能登町字松波13－75 0768－72－2513

堂前　美栄子 介護支援専門員

小計　312名

小計　430名


