
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 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 勝木　建一 医師（診療所） 芦城クリニック 小松市土居原町175 0761-23-0011

小松市 楠野　幸次 医師（診療所） 楠野医院 小松市土居原町303 0761-23-3688

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 0761-22-0393

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 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 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 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 能美市大成町ワ5-1 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

白山市 有川　功 医師（診療所） 有川整形外科医院 白山市ハツ矢町232-2 076-275-7500

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 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 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 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 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

金沢市 足立　巌 医師（診療所） アカシアクリニック 金沢市粟崎町4丁目80-2 076-238-8010

金沢市 井沢　朗 医師（診療所） 井沢内科医院 金沢市諸江下丁288-1 076-237-6026

金沢市 北林　一男 医師（診療所） きたばやし医院 金沢市笠舞1-23-40 076-264-0100

金沢市 齊藤　正典 医師（診療所） 金沢春日クリニック 金沢市元菊町20-1 076-262-2700

金沢市 斉藤　元泰 医師（診療所） さいとう内科医院 金沢市三馬1-400 076-247-2011

金沢市 申　東奎 医師（診療所） 野町広小路医院 金沢市中村町9-23 076-245-1522

金沢市 竹田　康男 医師（診療所） 竹田内科クリニック 金沢市長田2-1-8 076-260-7878

金沢市 福島　雅司 医師（診療所） 福島医院 金沢市円光寺2丁目5番20号 076-244-5145

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

金沢市 森田　正人 医師（診療所） 森田医院 金沢市森山1-1-22 076-252-0613

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

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番地9 076-285-2552

羽咋市 池野　晉 医師（診療所） 羽咋池野整形外科医院 羽咋市南中央町ユ3 0767-22-0254

羽咋市 疋島　寛 医師（診療所） 疋島クリニック 羽咋市旭町ア45 0767-22-1205

羽咋市 前川　馨 医師（診療所） 前川医院 羽咋市酒井町ワ53 0767-26-0210

志賀町 中野　茂 医師（診療所） 志賀クリニック 羽咋郡志賀町高浜町ヤ79-1 0767-32-5307

七尾市 円山　恵子 医師（診療所） えんやま健康クリニック 七尾市千野町ニ部10番地 0767-57-8600

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-13-1 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281－1 0767-66-0008

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10－1 0767-53-8688

中能登町 鍜治　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4-1 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4-1 0767-72-2027

輪島市 川﨑　文 医師（診療所） 伊藤医院 輪島市水守町中ノ瀬4-8 0768-22-2313

輪島市 舩木　昇 医師（診療所） 舩木クリニック 輪島市釜屋谷町3-5 0768-23-0866

輪島市 松下　元 医師（診療所） 永井医院 輪島市鳳至町下町88 0768-22-0032

珠洲市 小西　堅正 医師（診療所） 小西医院 珠洲市正院町正院1-61 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5-175-1 0768-82-8333

穴水町 北川　浩文 医師（診療所） 北川内科クリニック 鳳珠郡穴水町大町いの１７ 0768-52-3555

穴水町 丸岡　達也 医師（診療所） まるおかクリニック 鳳珠郡穴水町川島ろ-5-2 0768-22-8228

能登町 持木　大 医師（診療所） 持木メディカルクリニック 鳳珠郡能登町字宇出津タ字61-2 0768-62-1210

小計　53名

加賀市 岡田　和弘 医師（病院） 加賀市民病院 加賀市大聖寺八間道65 0761-72-2100

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

小松市 井野　秀一 医師（病院） 小松市民病院 小松市向本折町ホ60 0761-22-7111

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

能美市 青島　敬二 医師（病院） 芳珠記念病院 能美市緑が丘11丁目７１ 0761-51-5551

白山市 吉長　知史 医師（病院） 公立松任石川中央病院 白山市倉光三丁目8番地 076-275-2222

金沢市 伊藤　順 医師（病院） 伊藤病院 金沢市十三間町98 076-263-6351

金沢市 岩﨑　真三 医師（病院） 医療法人社団浅ノ川　桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町ヘ174番地 076-258-1454

金沢市 魚谷　千草 医師（病院） 医王ヶ丘病院 金沢市田上本町ヨ24-5 076-262-6565

金沢市 下畑　創 医師（病院） 医王ヶ丘病院 金沢市田上本町ヨ24-5 076-262-6565

金沢市 林　眞弘 医師（病院） 医療法人社団浅ノ川　桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町ヘ174番地 076-258-1454

金沢市 前田　義樹 医師（病院） 岡部病院 金沢市長坂町チ15 076-243-1222

金沢市 山城　輝久 医師（病院） 済生会金沢病院 金沢市赤土町ニ13-6 076-266-1060

かほく市 松田　昌夫 医師（病院） 二ツ屋病院 かほく市二ツ屋ソ72 076-281-0172

志賀町 野口　晃 医師（病院） 町立富来病院 羽咋郡志賀町富来地頭町7-110-1 0767-42-1122

羽咋市 松下　栄紀 医師（病院） 公立羽咋病院 羽咋市的場町松崎24 0767-22-1220

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

七尾市 北村　勝 医師（病院） 北村病院 七尾市御祓町ホ部26-5 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 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6-4 0767-52-6619

穴水町 島中　公志 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 0678-52-0511

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
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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

能登町 瀬戸　啓太郎 医師（病院） 公立宇出津総合病院 鳳珠郡能登町字宇出津タ字97番地 0768-62-1311

小計　23名

小松市 宮永　章一 医師（介護保健施設） グリーンポート小松 小松市岩渕町46-2 0761-47-2900

小計　1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 朝日　康子 看護師（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

加賀市 粟井　裕美 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 石原　美恵 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 江守　忍 薬剤師 箔山堂作見薬局 加賀市作見町へ1-1 0761-72-7077

加賀市 大杉　直人 地域包括支援センター職員 加賀市地域包括支援センター 加賀市大聖寺南町ニ41番地 0761-72-8186

加賀市 尾形　真由美 介護支援専門員 たきの里・ききょうが丘居宅介護支援事業所 加賀市山中温泉滝町リ1番地1 0761-78-0266

加賀市 尾北　さおり 看護師（病院） 加賀こころの病院 加賀市幸町2丁目63番地 0761-72-0880

加賀市 荻野　大樹 作業療法士 加賀こころの病院 加賀市幸町2丁目63番地 0761-72-0880

加賀市 荻山　守 精神保健福祉士 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 蔭西　操 精神保健福祉士 加賀こころの病院 加賀市幸町2丁目63番地 0761-72-0880

加賀市 加藤　仁美 薬剤師 箔山堂作見薬局 加賀市作見町へ1-1 0761-72-7077

加賀市 兼重　亜由美 精神保健福祉士 片山津温泉丘の上病院 加賀市富塚町中尾1-3 0761-74-5575

加賀市 鹿野　久美 介護支援専門員 ニーズ対応型小規模多機能ホーム ききょうが丘 加賀市山代温泉桔梗丘４丁目１番地１ 0761-76-3660

加賀市 川畑　美帆 看護師（介護）・介護支援専門員 富士見通りお茶の間さろん 加賀市山中温泉白山町ノ14番地1 0761-78-2555

加賀市 北口　未知子 地域包括支援センター職員 加賀市地域包括支援センター 加賀市大聖寺南町ニ41番地 0761-72-8186

加賀市 北嶋　敦子 看護師（介護） 葵の園・丘の上 加賀市冨塚町中尾126-2 0761-74-0129

加賀市 北出　知子 薬剤師 箔山堂作見薬局 加賀市作見町へ1-1 0761-72-7077

加賀市 楠田　左喜子 看護師（介護） ケアリス山代 加賀市山代温泉23の61番地の1 0761-77-6500

加賀市 久保出　敏子 介護支援専門員 たきの里・ききょうが丘居宅介護支援事業所 加賀市山中温泉滝町リ1番地1 0761-78-0266

加賀市 蔵田　広美 看護師（介護） ケアリス山代 加賀市山代温泉23の61番地の1 0761-77-6500

加賀市 佐伯　小百合 介護支援専門員 ニーズ対応型小規模多機能ホーム ききょうが丘 加賀市山代温泉桔梗丘４丁目１番地１ 0761-76-3660

加賀市 高田　君子 介護支援専門員 富士見通りお茶の間さろん 加賀市山中温泉白山町ノ14番地1 0761-78-2555

加賀市 谷口　典江 看護師（病院） 加賀こころの病院 加賀市幸町2丁目63番地 0761-72-0880

加賀市 東田　晃 薬剤師 トウダ薬局東町店 加賀市大聖寺東町4-22 0761-73-2688

加賀市 蔦　博子 医療ソーシャルワーカー 加賀市民病院 加賀市大聖寺八間道65 0761-72-2100

加賀市 中村　順子 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 中森　洋子 看護師（病院） 久藤総合病院 加賀市大聖寺永町イ17 0761-73-3312

加賀市 西村　裕美 看護師（病院） 加賀こころの病院 加賀市幸町2丁目63番地 0761-72-0880

加賀市 二枚田　義喜 看護師（病院） 加賀こころの病院 加賀市幸町2丁目63番地 0761-72-0880

加賀市 牧野　摩利子 介護支援専門員 丘の上居宅介護支援事業所 加賀市冨塚町中尾126-2 0761-74-2232

加賀市 松田　華子 介護支援専門員 たきの里・ききょうが丘居宅介護支援事業所 加賀市山中温泉滝町リ1番地1 0761-78-0266

加賀市 丸山　麻美子 看護師（介護）・介護支援専門員 加賀福祉サービス 訪問看護ステーションえがお 加賀市作見町ホ56番地1 0761-73-0294

加賀市 三田村　敦子 看護師（訪問看護ＳＴ） 加賀福祉サービス 訪問看護ステーションえがお 加賀市作見町ホ56番地1 0761-73-0294

加賀市 宮野　宏美 薬剤師 箔山堂作見薬局 加賀市作見町へ1-1 0761-72-7077

加賀市 渡辺　美智子 看護師（病院） 久藤総合病院 加賀市大聖寺永町イ17 0761-73-3312

小松市 荒木　洋人 介護支援専門員 介護相談センター　田谷医院 小松市園町ニ29番地1 0761-23-6601

小松市 大井　須美子 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 大音師　雅樹 地域包括支援センター職員 松東高齢者相談センター 小松市長谷町50番地5 0761-46-8211

小松市 岡田　真希 地域包括支援センター職員 安宅・板津高齢者総合相談センター 小松市安宅町ル1-8 0761-41-6055

小松市 荻野　裕美 看護師（訪問看護ＳＴ） 訪問看護ステーション　アイリス 小松市矢田野町ホ131 0761-44-6060

小松市 角地　孝洋 保健師 小松市長寿介護課 小松市小馬出町91 0761-24-8168

小松市 北　秀子 看護師（診療所） 芦城クリニック 小松市土居原町175 0761-23-0011

小松市 北澤　里美 看護師（訪問看護ＳＴ） 訪問看護ステーション　アイリス 小松市矢田野町ホ131 0761-44-6060

小松市 木村　幸子 地域包括支援センター職員 安宅・板津高齢者総合相談センター 小松市安宅町ル1-8 0761-41-6055

小松市 近藤　洋平 地域包括支援センター職員 南部第二高齢者総合相談センター 小松市矢田野町ヲ98-1 0761-44-5750

小松市 高橋　一世 地域包括支援センター職員 丸内・芦城第二高齢者総合相談センター 小松市園町ニ155-1 0761-22-5070

小松市 高見　幸子 保健師 小松市役所いきいき健康課 小松市小馬出町91番地 0761-24-8168

小松市 竹下　智美 ヘルパー 見谷内科医院 小松市北浅井町ハ77 0761-22-0885

小松市 田中　由美 保健師 南加賀保健福祉センター 小松市園町ヌ４８ 0761-22-1793

小松市 中山　富美子 介護支援専門員 グリーンポート小松 小松市岩渕町46-2 0761-47-2900

小松市 西村　幸子 看護師（訪問看護ＳＴ） 訪問看護ステーション　アイリス 小松市矢田野町ホ131 0761-44-6060

小松市 平中　百合子 看護師（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 福島　和江 地域包括支援センター職員 安宅・板津第二高齢者総合相談センター 小松市蛭川町西103番地1 0761-46-6192

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 細見　量子 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　明峰の里 小松市蛭川町西103-1 0761-20-1788

小松市 宮西　恵 地域包括支援センター職員 安宅・板津第二高齢者総合相談センター 小松市蛭川町西103番地1 0761-46-6192

小松市 村田　明代 作業療法士 丸内・芦城高齢者総合相談センター 小松市土居原町175番地 0761-23-5225

小松市 本村　友希 地域包括支援センター職員 松陽・御幸第二高齢者総合センター 小松市今江町1丁目428番地 0761-46-6883

小松市 吉田　茂樹 地域包括支援センター職員 安宅・板津高齢者総合相談センター 小松市安宅町ル1-8 0761-41-6055

小松市 綿谷　朝美 保健師 小松市役所長寿介護課 小松市小馬出町91番地 0761-24-8168

能美市 秋山　ひろみ 介護支援専門員 芳珠記念病院 能美市緑が丘11-71 0761-51-5551

能美市 大口　照子 介護支援専門員 たんぽぽ 能美市火釜町リ1番８ 0761-58-1662

能美市 太田　栄子 看護師（訪問看護ＳＴ） ほうじゅ訪問看護・リハステーション緑が丘 能美市緑が丘11丁目71番地 0761-68-0579

能美市 北村　一美 看護師（訪問看護ＳＴ） 能美市立病院 能美市大浜町ノ85 0761-55-0560

能美市 清見　由佳里 介護支援専門員 根上高齢者支援センター 能美市大浜町ノ85 0761-55-4700

能美市 坂口　満智子 看護師（病院） 芳珠記念病院 能美市緑が丘11-71 0761-51-5551

能美市 笹島　亜希子 理学療法士 能美市高齢者かがやき支援室 能美市寺井町ぬ４８ 0761-58-2234

能美市 清水　草連 介護支援専門員 寺井病院　手取の里介護総合相談センター 能美市寺井町ぬ４８ 0761-58-2234

能美市 清水　博美 医療ソーシャルワーカー 社会福祉法人陽翠水 能美市緑が丘11-77 0761-51-7777

能美市 新本　ゆかり 介護支援専門員 ボニュール根上苑 能美市下ノ江町ｲ205 0761-56-0092

能美市 茶屋　志津子 介護支援専門員 芳珠記念病院 能美市緑が丘11-71 0761-51-5551

能美市 土山　聡美 作業療法士 すたあと 能美市辰口町655-1 0761-51-6512
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能美市 出口　まり子 看護師（病院） 芳珠記念病院 能美市緑が丘11-71 0761-51-5551

能美市 中屋　裕朗 介護支援専門員 根上高齢者支援センター 能美市大浜町ノ85 0761-55-4700

能美市 中山　沙陽日 介護支援専門員 芳珠記念病院 能美市緑が丘11-71 0761-51-5551

能美市 中吉　香緒里 介護支援専門員 ボニュール根上苑 能美市下ノ江町ｲ205 0761-56-0092

能美市 仁地　美代 介護支援専門員 社会福祉法人陽翠水 能美市緑が丘11-77 0761-51-7777

能美市 福井　亜紀 看護師（病院） 芳珠記念病院 能美市緑が丘11丁目71番地 0761-51-5551

能美市 福岡　紀子 介護支援専門員 ケアサービスふたくち屋 能美市西二口町丙27 0761-55-6600

能美市 桝田　雅美 保健師 能美市高齢者かがやき支援室 能美市寺井町ぬ４８ 0761-58-2234

能美市 松岡　智穂 事務 芳珠記念病院 能美市緑が丘11丁目71番地 0761-51-5551

能美市 松代　ゆかり 地域包括支援センター職員・保健師 能美市介護長寿課高齢者かがやき支援室 能美市寺井町ぬ48番地 0761-58-2234

能美市 松山　智恵子 介護支援専門員 ケアサービスふたくち屋 能美市西二口町丙27 0761-55-6600

能美市 室谷　敏美 介護支援専門員 芳珠記念病院 能美市緑が丘11-71 0761-51-5551

能美市 山下　順子 看護師（病院） 能美市立病院 能美市大浜町ノ85 0761-55-0560

能美市 吉野　絹子 看護師（介護） 社会福祉法人陽翠水 能美市緑が丘11-77 0761-51-7777

能美市 龍角　真弓 介護支援専門員 ボニュール根上苑 能美市下ノ江町ｲ205 0761-56-0092

白山市 入江　信行 介護支援専門員 居宅介護支援センターえくぼ 白山市平加町ヌ66-1 076-275-6020

白山市 大杉　千鶴 介護支援専門員 河内ケアプランニング　浦田 白山市河内町きりの里６２ 076-273-3777

白山市 五郎川　外美江 介護支援専門員 居宅介護支援事業所時 白山市末広2-35 076-275-6066

白山市 永下　さとみ 介護支援専門員・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8丁目16番地1 076-276-6200

白山市 中本　八千代 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　知恵ふくろう 白山市中町38番地 076-275-0004

白山市 針道　佳也美 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 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 白山市倉光八丁目16番地1 076-272-4800

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 076-272-1250

白山市 南出　利志子 介護支援専門員 居宅介護支援事業所知恵ふくろう 白山市中町38 076-275-0004

白山市 村上　和美 介護支援専門員 河内ケアプランニング　浦田 白山市河内町きりの里６２ 076-273-3777

白山市 村山　奈美子 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

野々市市 朝倉　良 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　かめはうす 野々市市三日市49街区 076-259-5428

野々市市 斎田　和樹 社会福祉士 一般社団法人ケアサポートネットワークピーナッツ 野々市市本町4-19 31-2号 -

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　　慎 介護支援専門員 野々市市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 野々市市矢作三丁目1番地2 076-246-5570

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居宅介護支援事業所 野々市市矢作3丁目1番地2 076-246-5570

金沢市 飯川　雄樹 介護支援専門員 新世紀居宅介護支援事業所 金沢市粟崎町2丁目414 076-237-3847

金沢市 石田　香 歯科衛生士 木島病院 金沢市松寺町子41-1 076-237-9200

金沢市 一枚田　勝美 介護支援専門員 そらふね居宅 金沢市古府2丁目248 076-287-5880

金沢市 市村　知佳 歯科衛生士 木島病院 金沢市松寺町子41-1 076-237-9200

金沢市 入川　尚子 介護支援専門員 南ヶ丘居宅介護支援事業所 金沢市馬替2丁目125番地 076-298-6945

金沢市 内野　彩 相談員 十全病院 金沢市田上本町カ45-1 076-231-5477

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2-429-2 076-247-5011 

金沢市 大桑　美奈 精神保健福祉士 十全病院 金沢市田上本町カ45-1 076-231-5477

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 金沢西居宅支援事業所 金沢市駅西本町6丁目15番41号 076-233-1821

金沢市 奥村　百合子 看護師（病院） 青和病院 金沢市大浦町ホ-22-1 076-238-3636

金沢市 尾崎　優枝 看護師（病院） すずみが丘病院通所リハビリテーション 金沢市もりの里3丁目76番地 076-260-7700

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 介護支援専門員・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番地1 076-241-8165

金沢市 梶山　恵美子 薬剤師 玉川町薬局 金沢市玉川町16-5 076-222-1577

金沢市 桂　靖典 作業療法士 木島病院 金沢市松寺町子41-1 076-237-9200

金沢市 川端　香子 看護師（病院） 桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町へ１７４番地 076-258-1454

金沢市 北島　正悟 弁護士 中村吉輝法律事務所 金沢市橋場町1-29レジデンス兼六1階 076-262-3823

金沢市 北野　美雪 介護支援専門員 きじま在宅介護センター 金沢市松寺町子41-1 076-237-7111

金沢市 木下　ひろみ 看護師・介護支援専門員・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 金沢西居宅支援事業所 金沢市駅西本町6丁目15番41号 076-233-1821

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１ 076-237-8247

金沢市 黒田　敦札 薬剤師 瑠璃光薬局城北店 金沢市小坂町北168番地 076-255-3528 

金沢市 小堺　武士 理学療法士 ケアパック石川 金沢市窪7丁目267 076-226-6677

金沢市 小西　優子 栄養士 木島病院 金沢市松寺町子41-1 076-237-9200

金沢市 小堀　多恵 看護師（病院） 伊藤病院 金沢市十三間町98 076-263-6351

金沢市 坂野　由宇希 薬剤師 ひなどり薬局 金沢市畝田中1丁目1番地 076-266-2102

金沢市 佐藤　愛美 理学療法士 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 澤野　圭一 介護支援専門員 金沢西居宅支援事業所 金沢市駅西本町6丁目15番41号 076-233-1821

金沢市 助田　外志成 訪問マッサージ フレアス在宅マッサージ 金沢市古府3-44 076-269-8009

金沢市 千徳　国治 介護支援専門員 ぽーれぽーれ四十万 金沢市四十万5丁目122番地 076-296-2121

金沢市 高島　久美子 看護師（訪問看護ＳＴ） なないろ訪問看護ステーション 金沢市大友町二29-1 076-254-5742

金沢市 多造　斗規子 精神保健福祉士 桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町ヘ174　 076-258-1454

金沢市 田中　正美 介護支援専門員 南ヶ丘居宅介護支援事業所 金沢市馬替2丁目125番地 076-298-6945

金沢市 田畑　優子 看護師（訪問看護ＳＴ） 訪問看護ステーションよつ葉　金沢　 金沢市問屋町1丁目108番地 076-254-1756

金沢市 佃　菜穂 セラピスト ホリスティックアロマ　レスパイト金沢 金沢市宝町6-14 076-231-6050

金沢市 出村　寿美江 看護師（病院） 桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町へ１７４番地 076-258-1454

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

金沢市 徳永　敬助 理学療法士 金沢春日ケアセンター 金沢市元菊町20番1号 076-262-3300

金沢市 徳久　宏子 薬剤師 とくひさ中央薬局 金沢市野町１丁目3-63 076-244-5992

金沢市 徳山　一代 リハビリ助手 - - -

金沢市 中島　敦子 薬剤師 フロンティア石引薬局 金沢市石引4-1-9 076-261-7812

金沢市 中島　美紀子 介護施設管理者 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 中西　晶子 薬剤師 けんろく菜の花薬局 金沢市天神町１丁目１８番３８号 076-262-2125

金沢市 中村　菜摘 栄養士 かないわ病院 金沢市普正寺町9-6 076-267-0601

金沢市 鍋谷　晴子 ホームヘルパー 金沢春日ケアセンター 金沢市元菊町20番1号 076-262-3300　
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金沢市 西村　逸平 介護支援専門員 オレンジケア 金沢市永安町73 076-254-0265

金沢市 蜷川　悦子 精神保健福祉士 桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町ヘ174　 076-258-1454

金沢市 橋本　篤子 薬剤師 玉川町薬局 金沢市玉川町16-5 076-222-1577

金沢市 橋矢　孝志 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たがみ 金沢市田上本町カ45-1 076-231-8025

金沢市 東　享子 看護師（病院） 伊藤病院 金沢市十三間町98 076-263-6351

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

金沢市 星野　渉 社会福祉士 ショートステイみらい太陽丘 金沢市太陽が丘3丁目1-14 076-233-3777

金沢市 前田　和子 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もろえ 金沢市沖町ハ15 076-293-5084

金沢市 前田　昌美 看護師（病院） 伊藤病院 金沢市十三間町98 076-263-6351

金沢市 松浦　郁美 看護師（病院） 青和病院 金沢市大浦町ホ-22-1 076-238-3636

金沢市 道岸　奈緒美 社会福祉士 ＫＫＲ北陸病院 金沢市泉が丘2丁目13-43 076-243-1191

金沢市 道村　亮一 精神保健福祉士 桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町ヘ174　 076-258-1454

金沢市 宮森　俊充 訪問リハビリ あさのがわ訪問リハビリ・訪問看護ステーション 金沢市小坂町中83番地 076-252-3415

金沢市 向井　孝子 看護師（訪問看護ＳＴ） 浅ノ川病院地域連携室 金沢市小坂町中83番地 076-252-3415

金沢市 村井　裕太 薬剤師 ムライ薬局 金沢市此花町3-2 076-231-4095

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

金沢市 森倉　理恵子 精神保健福祉士 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 居宅介護支援事業所さんえす 金沢市問屋町3-10 076-225-7586

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 山岸　小百合 看護師（病院） 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 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 金沢市松村町2丁目1-350 076-268-3011

金沢市 山本　志保子 薬剤師 玉川町薬局 金沢市玉川町16-5 076-222-1577

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

金沢市 山本　泰子 薬剤師 フロンティア石引薬局 金沢市石引4-1-9 076-261-7812

金沢市 四日　妙子 精神保健福祉士 桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町ヘ174　 076-258-1454

金沢市 輪嶋　三佐子 介護支援専門員 金沢総合健康センター居宅介護支援事業所 金沢市大手町3番23号 076-222-1477

金沢市 渡邊　昇 機能訓練士 ゆとりの園 金沢市糸田1丁目142 076-292-3901

内灘町 大崎　裕子 介護職 グループホーム遊子苑うちなだ 河北郡内灘町大根布5-40 076-286-0345

津幡町 沖田　ひろ美 介護支援専門員 居宅介護支援事業所うたき 河北郡津幡町字太田は169 076-289-1166

津幡町 亀本　美紀代 地域包括支援センター職員 津幡町地域包括支援センター 河北郡津幡町加賀爪ニ3 076-288-7952

津幡町 後藤　万輝 薬剤師 瑠璃光薬局 河北郡津幡町字津幡ロ143-2 076-288-8358

津幡町 佐藤　里美 薬剤師 瑠璃光薬局 河北郡津幡町字津幡ロ143-2 076-288-8358

津幡町 徳本　真理 地域包括支援センター職員 津幡町地域包括支援センター 河北郡津幡町字加賀爪ニ３番地 076-288-7952

津幡町 長谷　和代 介護支援専門員 あがたの里居宅支援事業所 河北郡津幡町字能瀬イ1-1 076-288-8914

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 松村　由美 介護支援専門員 ＪＡ石川かほく ほのぼのヘルプ 河北郡津幡町字川尻タ48 076-289-3432

津幡町 山下　昭美 看護師（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 奥　雅子 看護師（病院） 二ツ屋病院 かほく市二ツ屋ソ72 076-281-0172

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

かほく市 川島　和代 看護師（大学講師） 石川県立看護大学 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72 076-281-0172

かほく市 小泉　明代 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 酒井　愛美 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 桜井　美幸 看護師（訪問看護ＳＴ） ケアハウス海青 かほく市遠塚ロ12-1 076-285-1740

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

かほく市 七野　奈美喜 地域包括支援センター職員 かほく市高齢者支援センター かほく市宇野気ニ８１ 076-283-7122

かほく市 杉本　優輝 作業療法士 石川県立高松病院 かほく市内高松ヤ36 076-281-1125

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番地28 076-281-3612

かほく市 竹中　由香里 介護支援専門員 芙蓉会居宅介護支援センター かほく市二ツ屋ツ50-1 076-282-5670

かほく市 村澤　真寿美 介護支援専門員 介護センター海青 かほく市秋浜へ20-4 076-283-5648

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

宝達志水町 池ノ谷　真季子 介護士 押水デイサービスセンター 羽咋郡宝達志水町門前サ11 0767-28-8302

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

志賀町 石田　佳代 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 上野　倫宏 生活相談員 社会福祉法人はまなす会 羽咋郡志賀町赤住ハ4-1 0767-32-3888

志賀町 加藤　孝之 作業療法士 町立富来病院 羽咋郡志賀町富来地頭町7-110-1 0767-42-1122

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 坂本　陽子 介護支援専門員 ＪＡ志賀訪問介護センター 羽咋郡志賀町高浜町ク56-1 0767-32-5531

志賀町 酢谷　美和子 地域包括支援センター職員 志賀町役場地域包括支援センター 羽咋郡志賀町末吉千古1-1 0767-32-9132

志賀町 白田　紀子 理学療法士 町立富来病院 羽咋郡志賀町富来地頭町7-110-1 0767-42-1122

志賀町 杉浦　勇 薬剤師 富来あおぞら薬局 羽咋郡志賀町富来地頭町7-98-26 0767-42-2224

志賀町 関口　まゆみ 看護師（病院） 町立富来病院 羽咋郡志賀町富来地頭町7-110-1 0767-42-1122

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 寺井　真美 看護師（訪問看護ＳＴ） 志賀訪問看護ステーション 羽咋郡志賀町高浜町カ1-1 0767-32-5585

志賀町 髭右近　優子 地域包括支援センター職員 志賀町役場地域包括支援センター 羽咋郡志賀町末吉千古1-1 0767-32-9132

志賀町 増田　司 作業療法士 町立富来病院 羽咋郡志賀町富来地頭町7-110-1 0767-42-1122

志賀町 三野　紗智子 地域包括支援センター職員 志賀町役場地域包括支援センター 羽咋郡志賀町末吉千古1-1 0767-32-9132

志賀町 矢留　伸晃 介護職 社会福祉法人はまなす会 羽咋郡志賀町赤住ハ4-1 0767-32-3888

志賀町 山岸　幸雄 歯科医師 山岸歯科医院 羽咋郡志賀町高浜町ツ73-7 0767-32-3525

志賀町 山科　外美子 介護支援専門員 社会福祉法人はまなす会 羽咋郡志賀町赤住ハ4-1 0767-32-3888

志賀町 吉田　美智子 介護支援専門員 社会福祉法人はまなす会 羽咋郡志賀町赤住ハ4-1 0767-32-3888

羽咋市 石端　恭子 看護師（訪問看護ＳＴ） あわら 羽咋市粟原町イ109 0767-22-0660

羽咋市 井上　麻有子 社会福祉士 公立羽咋病院 羽咋市的場町松崎24 0767-22-1220

羽咋市 岡島　綾 介護支援専門員 ジャパンケア羽咋居宅介護 羽咋市旭町コ112-1 0767-22-7430
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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 北谷　正浩 理学療法士 公立羽咋病院 羽咋市的場町松崎24 0767-22-1220

羽咋市 小堀　慶子 看護師（訪問看護ＳＴ） あわら 羽咋市粟原町イ109 0767-22-0660

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 舘　康子 介護福祉士 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 橋谷　薫 介護支援専門員 羽咋診療所 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 横川　広子 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 たきのーほーむ福の神 羽咋市四柳町つ17 0767-26-8022

七尾市 荒木　千明 事務長 えんやま健康クリニック 七尾市千野町に部10 0767-57-8601

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 七尾市千野町に部10 0767-57-8601

七尾市 浦辻　美和子 介護支援専門員 恵寿居宅介護支援事業所けいじゅ 七尾市富岡町94 0767-54-0631

七尾市 岡田　郁美 介護支援専門員 鶴友苑 七尾市田鶴浜町り11-1 0767-68-6221

七尾市 奥村　有紀 介護支援専門員 あっとほーむ若葉 七尾市矢田町七株田12-5 0767-53-8701

七尾市 笠間　礼子 介護支援専門員 あっとほーむ若葉 七尾市矢田町七株田12-5 0767-53-8701

七尾市 川谷内　稚奈 介護士 鶴友苑 七尾市田鶴浜町り11-1 0767-68-6221

七尾市 北山　達朗 介護支援専門員 七尾市地域包括支援センター 七尾市本府中町ヲ38 0767-53-5789

七尾市 久世　泉 生活相談員 あっとほーむ若葉 七尾市矢田町七株田12-5 0767-53-8701

七尾市 小坂　よし子 看護師（病院） えんやま健康クリニック 七尾市千野町に部10 0767-57-8601

七尾市 坂下　美智子 介護職 老人保健施設和光苑 七尾市津向町ト107 0767-52-3665

七尾市 佐藤　律子 看護師（病院） ローレルハイツ恵寿 七尾市富岡町95 0767-52-6014

七尾市 順毛　信子 看護師（病院） あっとほーむ若葉 七尾市矢田町七株田12-5 0767-53-8701

七尾市 竹森　紀美子 介護支援専門員 あっとほーむ若葉 七尾市矢田町七株田12-5 0767-53-8701

七尾市 谷口　真弓 生活相談員 ビハーラの里 七尾市能登島半浦町6-11-1 0767-85-2557

七尾市 近畑　智香子 看護師（病院） 円山病院 七尾市府中町68－3 0767-52-3400

七尾市 中田　真紀子 介護支援専門員 佐原病院 七尾市石崎町タ部28-7 0767-62-3730

七尾市 中西　こずえ 作業療法士 老人保健施設和光苑 七尾市津向町ト107 0767-52-3665

七尾市 西田　昭子 介護福祉士 えんやま健康クリニック 七尾市千野町に部10 0767-57-8601

七尾市 萩原　八重子 介護職 たかしなの里 七尾市池﨑町ソ77-1 0767-57-1717

七尾市 福井　朱美 作業療法士 老人保健施設和光苑 七尾市津向町ト107 0767-52-3665

七尾市 松井　順子 栄養士 のとじま悠々ホーム 七尾市能登島半浦町5-6-2 0767-85-2571

七尾市 宮澤　裕美 作業療法士 佐原病院 七尾市石崎町タ部28-7 0767-62-3730

七尾市 村松　真紀子 ヘルパー ヘルパーステーションローレル 七尾市富岡町95 0767-52-6014

七尾市 森野　外喜子 栄養士 ビハーラの里 七尾市能登島半浦町6-11-1 0767-85-2557

七尾市 谷内　志津子 介護支援専門員 あっとほーむ若葉 七尾市矢田町七株田12-5 0767-53-8701

七尾市 山外　初美 介護支援専門員 ローレルハイツ恵寿 七尾市富岡町95 0767-52-6014

七尾市 吉田　来未 介護福祉士 ローレルハイツ恵寿 七尾市富岡町95 0767-52-6014

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

中能登町 大西　真智子 介護福祉士 なごみの里鹿島 鹿島郡中能登町浅井ろ部106 0767-76-2270

中能登町 大根　秀子 介護福祉士 なごみの里鹿島 鹿島郡中能登町浅井ろ部106 0767-76-2270

中能登町 越田　圭 介護職 在宅複合施設ほのぼの 鹿島郡中能登町末坂2部33 0767-74-8065

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 柴田　宗隆 薬剤師 鹿西アルプ薬局 鹿島郡中能登町能登部下92-58 0767-72-3230

中能登町 清水　恵子 介護福祉士 なごみの里鹿島 鹿島郡中能登町浅井ろ部106 0767-76-2270

中能登町 神保　明枝 地域包括支援センター職員 中能登町高齢者支援センター 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 中村　カズ子 看護師（介護）・介護支援専門員 なごみの里鹿島 鹿島郡中能登町浅井ろ部106 0767-76-2270

中能登町 中村　志帆 看護師（訪問看護ＳＴ） 中能登訪問看護ステーション 鹿島郡中能登町能登部上チ部30番地 0767-72-3463

中能登町 山本　美栄子 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

輪島市 大下　百合野 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 田中　美奈子 医療ソーシャルワーカー 市立輪島病院 輪島市山岸町は１－１ 0768-23-0667

輪島市 飛岡　香 介護支援専門員 市立輪島病院 輪島市山岸町は１－１ 0768-23-0667

輪島市 浜　洋子 薬剤師 剱地あおぞら薬局 輪島市門前町剱地タ－９６ 0768-45-8888

輪島市 東口　洋子 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 前田　涼生 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 赤坂　美幸 医療ソーシャルワーカー 珠洲市総合病院 珠洲市野々江町ユ部１－１ 0768-82-118

珠洲市 東　博美 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 珠洲市上戸町北方1-6-2 0768-82-7746

珠洲市 上野　紗知 言語聴覚士 珠洲市総合病院 珠洲市野々江町ユ部１－１ 0768-82-1181

珠洲市 川口　久美子 理学療法士 珠洲市総合病院 珠洲市野々江町ユ部１－１ 0767-82-1181

珠洲市 新出　さやか 作業療法士 珠洲市総合病院 珠洲市野々江町ユ部１－１ 0768-82-1181

珠洲市 平　昇市 理学療法士 珠洲市総合病院 珠洲市野々江町ユ部１－１ 0768-82-1181

珠洲市 田中　寛文 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 0768-82-7745

珠洲市 丹保　純 看護師（病院） 珠洲市総合病院 珠洲市野々江町ユ部１－１ 0768-82-1181

珠洲市 時兼　和美 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 珠洲市上戸町北方1-6-2 0768-82-7746

珠洲市 藤野　雅子 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 珠洲市上戸町北方1-6-2 0768-82-7746

珠洲市 宮守　祐輝 理学療法士 珠洲市総合病院 珠洲市野々江町ユ部１－１ 0768-82-1181

穴水町 泉原　悦子 看護師（介護） 介護老人保健施設あゆみの里 鳳珠郡穴水町字川島タの38 0767-52-3310

穴水町 稲森　悦子 介護支援専門員 JAおおぞら居宅介護支援事業所 鳳珠郡穴水町字大町ホ－９５ 0768-52-3805

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 0768-52-3378

穴水町 木澤　秀美 介護支援専門員 居宅介護支援事業所ささゆりの丘 鳳珠郡穴水町此木１の１２０番地 0768-52-0020

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 高　久江 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 竹端　裕 薬剤師 河合薬局 鳳珠郡穴水町川島イの７ 0768-52-0003

穴水町 殿田　かをり 薬剤師 穴水薬局　マツモトキヨシ 鳳珠郡穴水町川島レ－３０－１ 0768-52-2252

穴水町 中瀬　利美 介護福祉士 介護療養型老人保健施設惠寿鳩ヶ丘 鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦１５．３９番８ 0768-52-3335

穴水町 中田　昌子 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　穴水総合病院内 0768-52-3288



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 酒井　珠江 看護師（病院） あゆみの里 鳳珠郡穴水町タ－３８番地 0768-52-3310

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 浜中　信江 支援相談員 介護老人保健施設あゆみの里 鳳珠郡穴水町字川島タの38 0767-52-3310

穴水町 浜中　洋子 介護支援専門員 聖頌園居宅介護支援センター 鳳珠郡穴水町字岩車６、２７－２ 0768-56-1581

穴水町 原　将充 薬剤師 穴水あおば薬局 鳳珠郡穴水町川島ろ3-2 0768-52-1413

穴水町 山本　奈津子 看護師（診療所） 尾張循環器糖尿病内科クリニック 鳳珠郡穴水町字此木壱１２７番地 0768-52-1515

能登町 佐々木　明美 看護師（訪問看護ＳＴ） 能登中央訪問看護ステーション 鳳珠郡能登町崎山１－１ 0768-62-1217

能登町 中谷　美代子　 看護師（病院） 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字３９３ 0768-76-1223

能登町 久田　悠貴 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字75番地 0768-72-2513

能登町 的場　志津子 介護支援専門員 居宅介護支援事業所はしもとクリニック 鳳珠郡能登町字宇出津ム１３番地 050-2020-6342

小計　314名

合計　391名


