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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 ヤの7 0761-78-1116

加賀市 河村　勲 医師(診療所) 河村医院 加賀市片山津温泉アの9番地の2 0761-74-1219

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

加賀市 林　武彦 医師(診療所) 林内科医院 加賀市大聖寺今出町5-3 0761-73-1110

小松市 石田　雅樹 医師(診療所) 上小松クリニック 小松市上小松町丙４１－１ 0761-22-2115

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

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

小松市 福村　順 医師(診療所) 福村医院 小松市島町ル１１５番地３ 0761-44-3332

小松市 牧本　和生 医師(診療所) 十慈医院 小松市竜助町４２ 0761-22-0333

小松市 湊　浩志 医師(診療所) みなとクリニック 小松市幸町３－９２ 0761-20-3710

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番地1 0761-51-6515

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番地 0761-57-0530

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番地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番地1 0761-57-0097

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番地1 0761-55-3551

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

白山市 高森　正人 医師(診療所) あさがおクリニック 白山市倉光5丁目103 076-276-5050

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 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 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

野々市市 古澤　明彦 医師(診療所) ふるさわ内科クリニック 野々市市押野2丁目54 076-294-6655

野々市市 山本　達也 医師(診療所) 山本クリニック 野々市市新庄1丁目273 076-246-1661

野々市市 舩木　健一郎 医師(診療所) 舩木医院 野々市市太平寺四丁目７１番地 076-248-6686

金沢市 伊藤　弘樹 医師(診療所) いとう内科クリニック 金沢市金石東3丁目4-7 076-213-5528
金沢市 宮岸　清司 医師(診療所) 健生クリニック 金沢市平和町３丁目５－２ 076-241-8357

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 黒瀬　亮太 医師(診療所) 金沢ホームケアクリニック 金沢市大友1丁目102番地 076-225-7010

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丁目５２ 076-249-3600

金沢市 三治　秀哉 医師(診療所) 三治整形外科クリニック 金沢市粟崎町１丁目４２番地２ 076-238-8199

金沢市 小川　滋彦 医師(診療所) 小川医院 金沢市笠舞２－２８－１２ 076-261-8821

金沢市 上田　操 医師(診療所) もみの木醫院 金沢市鞍月５－５ 076-239-0136

金沢市 村戸　健一 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 大和　太郎 医師(診療所) やまと＠ホームクリニック 金沢市西泉２の１ 076-242-8010

金沢市 中積　智子 医師(診療所) 金沢メディカルステーション 金沢市木ノ新保町1-1 076-235-4114

金沢市 洞庭　賢一 医師(診療所) 洞庭医院 金沢市広岡1-12-5 076-221-6875

金沢市 能登　康夫 医師(診療所) 能登内科医院 金沢市堀川町２３－１６ 076-223-0103

金沢市 鈴木　尚 医師(診療所) もりやま越野医院 金沢市森山１－５－２６ 076-252-0416

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

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54-9 076-285-2552

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

かほく市 北谷　秀樹 医師(診療所) 北谷クリニック かほく市高松ｱ１－１ 076-281-8801

津幡町 山崎　軍治 医師(診療所) （法）山崎外科胃腸科医院 河北郡津幡町字加賀爪リ20 076-289-2288

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

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

七尾市 奥村　義治 医師(診療所) おくむら内科胃腸科医院 七尾市下町ニ19-1 0767-57-0753

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13-1 0767-62-3765

七尾市 飛田　研二 医師(診療所) 浜野クリニック 七尾市小島町二部50番１ 0767-52-3261

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

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 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

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

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

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10-60-1 0768-82-0002

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 珠洲市上戸町北方五部175番地１ 0768-82-8333

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 0768-52-8228

能登町 升谷　一宏 医師(診療所) 升谷医院 鳳珠郡能登町松波10-99-1 0768-72-1151

小松市 後藤　善則 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 勝木　達夫 医師(病院) 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 西野　和樹 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　裕文 医師(病院) 東病院 小松市大領中町３－１２１ 0761-21-1131

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

小松市 林　武弘 医師(病院) 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 髙山　輝彦 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

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

金沢市 大平　亜希 医師(病院) 医療法人社団浅野川　桜ヶ丘病院 金沢市観法寺へ174 076-258-1454

かほく市 江端　知美 医師(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 山下　真 医師(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 松木　伸夫 医師(病院) (法）二ツ屋病院 かほく市二ツ屋ソ72 076-281-0172

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

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
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志賀町 加藤　理良 医師(病院) 加藤病院 羽咋郡志賀町高浜町ヘの1の1 0767-32-1251

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 時国　信弘 医師(病院) 浜野西病院 七尾市津向町野中20-1 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 0767-52-6611

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 北村裕紀子 医師(病院) 北村病院 七尾市御祓町ホ部26-5 0767-52-1173

輪島市 東福　要平 医師(病院) 市立輪島病院 輪島市山岸町は1-1 0768-23-0667

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-8 0768-52-0511

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

小松市 宮永　章一 医師（介護保険施設） グリーンポート小松 小松市岩淵町４６番地２ 0764-47-2900

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 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 園谷　朱理 理学療法士 加賀市医療センター 加賀市作見町リ36番地 0761-72-1188

加賀市 下出　賢太郎 医療ソーシャルワーカー 加賀市医療センター 加賀市作見町リ36番地 0761-72-1188

加賀市 下野　典子 看護師（病院） 加賀市医療センター 加賀市作見町リ36番地 0761-72-1188

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 関　久美子 理学療法士 加賀市医療センター 加賀市作見町リ36番地 0761-72-1188

加賀市 吉田　静愛 介護支援専門員 葵の園・丘の上 加賀市冨塚町中尾１２６−２ 0761-74-0129

加賀市 久保　里美 薬剤師 えくぼ薬局 加賀市下河崎町ト1-1 0761-72-8919

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 橋本　憲祐 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42番地 0761-72-8186

加賀市 古井　正美 介護支援専門員 山代すみれの家 加賀市山代温泉ハ74番地5 0761-77-1505

加賀市 後藤　百合香 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 0761-73-3312

加賀市 作田　百合子 看護師（病院） 加賀市医療センター 加賀市作見町リ36番地 0761-72-1188

加賀市 三井　敏意 介護支援専門員 太陽のプリズム河原 加賀市河原町ホ３６番地 0761-77-0361

加賀市 山下　美咲 作業療法士 加賀市医療センター 加賀市作見町リ36番地 0761-72-1188

加賀市 車谷　勝行 薬剤師 車谷薬局 加賀市山代温泉温泉通64 0761-76-1171

加賀市 庄司　美樹子 介護支援専門員 動橋ひまわりの家 加賀市動橋町イ19-1 0761-74-1611

加賀市 新瀧　右子 介護福祉士 実乃里 加賀市南郷町ト111-3 0761-76-6071

加賀市 森山　悠莉乃 介護福祉士 大聖寺なでしこの家 加賀市大聖寺番場町29-4 0761-75-7562

加賀市 森本　亜季 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 西村　裕美 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 川口　勝士 薬剤師 アビオシティ加賀　コメヤ薬局 加賀市作見町ル25-1 0761-72-6622

加賀市 川手　麻由 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 川手　裕美 薬剤師 箔山堂加賀幸町薬局 加賀市幸町1丁目110-1 0761-73-6565

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 茶村　良幸 准看護師 加賀こころの病院 加賀市幸町2-63 0761-72-0880

加賀市 中谷　久美子 地域包括支援センター職員 地域包括サブセンター 加賀市作見町リ36番地 0761-72-1188

加賀市 鶴田　千尋 作業療法士 久藤総合病院 加賀市大聖寺永町イ17 0761-73-3312

加賀市 田福　智幸 作業療法士 久藤総合病院 加賀市大聖寺永町イ17 0761-73-3312

加賀市 東　栄子 介護支援専門員 野の花 加賀市大聖寺下福田町ハ69-1 0761-76-6070

加賀市 内藤　佳美 作業療法士 加賀市医療センター 加賀市作見町リ36番地 0761-72-1188

加賀市 片岡　大征 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 豊田　多喜子 理学療法士 加賀市医療センター 加賀市作見町リ36番地 0761-72-1188

小松市 岡田　正子 介護支援専門員 居宅介護支援事業所ソフィア 小松市沖周辺土地区画整理事業地内仮地番5街区30号 0761-22-2737

小松市 佐々木　陽子 介護支援専門員 グリーンポート小松 小松市岩淵町４６番地２ 0764-47-2900

小松市 山田　理瑛 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 （春日町） 0761-44-5750

小松市 谷口　哲也 施設生活相談員 第二松寿園 小松市月津町ヲ９５番地 0761-43-2771

小松市 中山　富美子 介護支援専門員 グリーンポート小松 小松市岩淵町４６番地２ 0764-47-2900

小松市 本田　房子 地域包括支援センター職員 国府・中海高齢者総合相談センター 小松市岩淵町４６番地２ 0761-47-2921

能美市 阿美恵美 介護支援専門員 ボニュール根上苑 能美市下ノ江町イ201番地1 0761-56-0096

能美市 安藤京子 薬剤師 しいの木薬局 能美市寺井町ウ８２番地 0761-58-5534

能美市 井上ルミ 介護支援専門員 陽翠の里 能美市緑が丘十一丁目77番地 0761-51-7777

能美市 奥田秀夫 歯科医師 奥田歯科医院 能美市浜開発町丁14番地1 0761-55-1701

能美市 奥野せつ子 看護師（訪問看護） 能美市立病院　訪問看護ステーション 能美市大浜町ノ85番地 0761-68-0393

能美市 横井愛 薬剤師 ふたば薬局 能美市緑が丘十一丁目61番地3 0761-51-6688

能美市 下出裕美 介護福祉士 Ｐｌｅｉｎ　Ｓｏｕｒｉｒｅプランスリール 能美市下ノ江町ト16-5 0761-56-0069

能美市 亀井勇 作業療法士 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地 0761-51-5551

能美市 吉川利恵子 介護福祉士 グループホームゆず 能美市火釜町リ１番地8 0761-58-0661

能美市 吉田綾乃 介護福祉士 やまぼうし 能美市火釜町リ１番地8 0761-58-0662

能美市 吉野絹子 地域包括支援センター職員 辰口高齢者支援センター 能美市緑が丘十一丁目50番地1 0761-51-7771

能美市 宮惠子 看護師（介護） デイケアはあとん 能美市西二口町丙28番地 0761-55-8810

能美市 荒井佑美 作業療法士 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地 0761-51-5551

能美市 坂井美千代 介護支援専門員 能美市社会福祉協議会能美居宅介護支援事業所 能美市寺井町8番１ 0761-58-6200

能美市 笹島亜希子 市（コーディネーター） 能美市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 山下順子 看護師（病院） 能美市立病院 能美市大浜町ノ85番地 0761-55-0560

能美市 山崎智子 介護支援専門員 ケアミックスひまわり 能美市大成町二丁目48番地１ 0761-55-5577

能美市 山吹美子 薬剤師 てまり辰口薬局 能美市松が岡４丁目58番地 0761-51-5000

能美市 山本幸一郎 介護支援専門員 湯寿園ケアプランセンター 能美市湯谷町乙８８番地 0761-58-6560

能美市 山本裕実子 薬剤師 ふたば薬局 能美市緑が丘十一丁目61番地3 0761-51-6688

能美市 寺西智江 地域包括支援センター職員 寺井高齢者支援センター 能美市寺井町た8番地1 0761-58-6117

能美市 小川良子 看護師（介護） Ｐｌｅｉｎ　Ｓｏｕｒｉｒｅプランスリール 能美市下ノ江町ト16-5 0761-56-0069

能美市 上畑裕美子 看護師（介護） グループホームあおぞら 能美市粟生町ロ78番地 0761-58-6899

小計24人

小計1人



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 菅原理絵 介護支援専門員 コミニケア緑ヶ丘 能美市緑が丘十一丁目111-2 0761-68-0436

能美市 清見由佳理 地域包括支援センター職員 根上高齢者支援センター 能美市大浜町ノ85番地 0761-68-0643

能美市 清水草蓮 介護支援専門員 寺井病院　手取の里 能美市寺井町ウ84番地 0761-58-6616

能美市 清水博美 地域包括支援センター職員 辰口高齢者支援センター 能美市緑が丘十一丁目50番地1 0761-51-7771

能美市 西口純子 介護支援専門員 グループホームあおぞら 能美市粟生町ロ78番地 0761-58-6899

能美市 西東彩 医療ソーシャルワーカー 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地 0761-51-5551

能美市 西東将吾 理学療法士 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地 0761-51-5551

能美市 西尾恭子 介護支援専門員 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地 0761-51-5551

能美市 石井敏恵 介護支援専門員 あんすりー 能美市大浜町764番地1 0761-58-2691

能美市 川崎文江 介護支援専門員 能美市立病院　訪問看護ステーション 能美市大浜町ノ85番地 0761-68-0393

能美市 川端恵里花 理学療法士 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地 0761-51-5551

能美市 川畠和美 看護師（病院） 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地 0761-51-5551

能美市 浅田直実 地域包括支援センター職員 寺井高齢者支援センター 能美市寺井町た8番地1 0761-58-6117

能美市 前田由美子 地域包括支援センター職員 寺井高齢者支援センター 能美市寺井町た8番地1 0761-58-6117

能美市 村田佳子 薬剤師 サンライトげんき薬局 能美市寺井町ロ80番地3 0761-58-4773

能美市 村田由美子 地域包括支援センター職員 根上高齢者支援センター 能美市大浜町ノ85番地 0761-68-0643

能美市 大西安代 介護福祉士 ディサービスセンターみのり倶楽部みつや 能美市三ツ屋町35番地1 0761-51-2226

能美市 谷順子 薬剤師 サンライトげんき薬局 能美市寺井町ロ80番地3 0761-58-4773

能美市 池田到 理学療法士 デイケアはあとん 能美市西二口町丙28番地 0761-55-8810

能美市 中きみ子 介護支援専門員 能美市立病院　訪問看護ステーション 能美市大浜町ノ85番地 0761-55-0560

能美市 中屋裕朗 地域包括支援センター職員 根上高齢者支援センター 能美市大浜町ノ85番地 0761-68-0643

能美市 中屋良子 介護職員 ビジットケアひすい 能美市緑が丘十一丁目77番地 0761-51-7772

能美市 中原利恵 理学療法士 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地 0761-51-5551

能美市 中山香織 介護支援専門員 能美市社会福祉協議会能美居宅介護支援事業所 能美市寺井町8番１ 0761-58-6200

能美市 中西亜記 相談員 Ｐｌｅｉｎ　Ｓｏｕｒｉｒｅプランスリール 能美市下ノ江町ト16-5 0761-56-0069

能美市 中川允 理学療法士 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地 0761-51-5551

能美市 中野雅美 作業療法士 もりした通所・訪問リハビリテーションすたあと 能美市辰口町655番地1 0761-51-6512

能美市 田家澤茉実 作業療法士 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地 0761-51-5551

能美市 渡辺愛 介護福祉士 やまぼうし 能美市火釜町リ１番地8 0761-58-0662

能美市 土井香奈江 理学療法士 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地 0761-51-5551

能美市 徳井和浩 介護福祉士 コミニケア緑ヶ丘 能美市緑が丘十一丁目111番地2 0761-68-0436

能美市 任地美代 地域包括支援センター職員 辰口高齢者支援センター 能美市緑が丘十一丁目50番地1 0761-51-7771

能美市 表淳一 介護職員（柔道整復師） ケアミックスひまわり 能美市大成町二丁目48番地1 0761-55-5577

能美市 苗代真里 相談員 ディサービス　灯（あかり） 能美市宮竹町161番地1 0761-51-3947

能美市 伏屋律子 介護支援専門員 寺井病院　手取の里 能美市寺井町ウ84番地 0761-58-6616

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番地 0761-55-6600

能美市 保屋由美子 介護福祉士 ケアミックスひまわり 能美市大成町二丁目48番地1 0761-55-5577

能美市 堀川絢加 理学療法士 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地 0761-51-5551

能美市 本田明美 介護支援専門員 やまぼうし 能美市火釜町リ１番地8 0761-58-0662

能美市 龍田美加 介護福祉士 グループホームゆず 能美市火釜町リ１番地8 0761-58-0661

白山市 宮谷　洋子 介護支援専門員 福寿園居宅介護支援事業所 白山市山島台4丁目100番地 076-276-6839

白山市 今川　和子 保健師 白山市役所長寿介護課 白山市倉光２丁目１番地 076-274-9529

白山市 山田　さゆり 介護支援専門員 白山市地域包括支援センター　笠間 白山市笠間町1738 076-274-6771

白山市 松本　祥子 介護支援専門員 智恵ふくろう居宅支援事業所 白山市若宮2丁目34番地 076-275-0004

白山市 松本　信子 看護師（病院） つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ノ1番地 076-272-1250

白山市 西尾　正史 事務 つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ノ1番地 076-272-1250

白山市 村山　美奈子 介護支援専門員 つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ノ1番地 076-272-1250

白山市 中村　史枝 看護師（訪問看護） 白山市地域包括支援センター美川 白山市平加町ヌ119-1 076-278-8585

白山市 中田　江里 介護支援専門員 白山市地域包括支援センター大門園 白山市佐良ロ123番地 076-255-5225

白山市 中本　八千代 介護支援専門員 智恵ふくろう居宅支援事業所 白山市若宮2丁目34番地 076-275-0004

白山市 田島　純子 介護支援専門員 白山市地域包括支援ｾﾝﾀｰ松任中央 白山市倉光八丁目16-1 076-276-6200

白山市 登　ゆかり 介護支援専門員 居宅介護支援事業所おかりや 白山市倉光三丁目八番地 076-275-2222

白山市 南出　利志子 介護支援専門員 智恵ふくろう居宅支援事業所 白山市若宮2丁目34番地 076-275-0004

白山市 北村　美江 保健師 つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ノ1番地 076-272-1250

白山市 本　多栄子 介護支援専門員 白山市社協ケアプランセンター 白山市博労二丁目50番地 076-276-3151

白山市 濱田　見次 地域包括支援センター職員 地域包括支援センター千代野 白山市千代野東5-1-2 076-276-1011

白山市 莇　靖典 医療ソーシャルワーカー 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 宮前　真弓 介護支援専門員 富樫苑 野々市市中林４丁目６２ 076-248-8765

野々市市 北嶋　悦子 介護支援専門員 ぽ～れぽ～れ野々市居宅介護支援 野々市市粟田五丁目486番地 076-281-6112

野々市市 笠間　明子 介護支援専門員 野々市市富奥地区包括支援センター 野々市市新庄２丁目14番地 076-248-7676
野々市市 結城　芙美 保健師 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 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 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 紺谷　敦子 作業療法士 ときわ病院 野々市市中林４丁目123番地 076-248-5221

野々市市 山下　由香 介護支援専門員 野々市市郷・押野地区包括支援ｾﾝﾀｰ 野々市市蓮花寺町１番地１ 076-294-6547

野々市市 山上　まり子 看護師（訪問看護） 野々市市本町地区包括支援センター 野々市市菅原町1番1号 076-246-8005

野々市市 寺尾　朋美 作業療法士 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 新保　恵 社会福祉士 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 西本　真由美 介護支援専門員 きらめき居宅介護支援事業所 野々市市郷二丁目220番地 076-214-6300

野々市市 竹内　薫 介護支援専門員 冨樫苑居宅介護支援事業所 野々市市中林四丁目62番地 076-248-8474

野々市市 中野　涼子 保健師 野々市市富奥地区包括支援センター 野々市市新庄２丁目14番地 076-248-7676

野々市市 渡　都 社会福祉士 野々市市富奥地区包括支援センター 野々市市新庄２丁目14番地 076-248-7676

野々市市 東出　亜紀 介護支援専門員 冨樫苑居宅介護支援事業所 野々市市中林四丁目62番地 076-248-8474

野々市市 入川　尚子 社会福祉士 野々市市本町地区包括支援センター 野々市市菅原町1番1号 076-246-8005

野々市市 伴田　憲太 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



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

野々市市 北條　貴子 介護支援専門員 きらめき居宅介護支援事業所 野々市市郷二丁目220番地 076-214-6300

金沢市 綾　道秋 介護支援専門員 介護相談いそべ 金沢市磯部町ヲ4番地３ 076-205-1752

金沢市 井口　真弓 介護福祉士 小池病院 金沢市大手町８－２０ 076-263-5521

金沢市 一枚田　勝美 地域包括支援センター職員 そらふね居宅介護支援事業所 金沢市古府2丁目248番地 076-287-5880

金沢市 越野　紀子 看護師（訪問看護） 地域包括かすが 金沢市鳴和1丁目1番地10号 076‐253‐4165

金沢市 奥田　佳子 薬剤師 平和町菜の花薬局 金沢市平和町3丁目4番25号 076-245-6700

金沢市 岡崎　佳奈 看護師（診療所） 水口内科クリニック 金沢市鞍月5-219 076-255-3377

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 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丁目２５１ 076-242-8131

金沢市 河島　洋子 介護支援専門員 ジャパンケア金沢笠舞 金沢市笠舞1-8-18北国パレス１F 076‐221‐2271

金沢市 花山　清香 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 金沢市沖町ハｰ15 076‐293‐5084

金沢市 笠井　晶子 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2 076-247-5011

金沢市 亀山　留美子 介護士 四季の里　横川 金沢市横川4-88 076‐218‐4808

金沢市 吉田　裕子 看護師（訪問看護） なないろ訪問看護ステーション 金沢市大友町二29-1サニーコート106 076-254-5740

金沢市 宮永　真由子 地域包括支援センター職員 地域包括かすが 金沢市鳴和1丁目1番地10号 076‐253‐4165

金沢市 宮本　謙一 薬剤師 中北薬品（株） 金沢市割出町412-1 076-238-1212

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 金沢市市田上本町カ45-1 076‐231‐8025

金沢市 窪田　清美 看護師（病院） 医療法人社団浅野川　桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町ヘ１７６番地 076-256-1456

金沢市 綱島　恵美子 介護支援専門員 ジャパンケア金沢笠舞 金沢市笠舞1-8-18北国パレス１F 076‐221‐2271

金沢市 高井　侑子 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 高山　裕子 介護支援専門員 中央金沢朱鷺の苑　居宅介護支援事業所 金沢市広岡2丁目1番7号 076-234-7916

金沢市 高多　健一 薬剤師 小立野瑠璃光薬局 金沢市小立野１丁目２−３ 076-223-6070

金沢市 高島　久美子 看護師（訪問看護） なないろ訪問看護ステーション 金沢市大友町二29-1サニーコート106 076-254-5740

金沢市 高野　夏子 地域包括支援センター職員 地域包括支援センターさくらまち 金沢市桜町２４−３０ 076-224-0101

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 今村　芳功 薬剤師 瑠璃光薬局 金沢市西念3丁目16-23 076-204-6208

金沢市 佐藤　愛美 理学療法士 なないろ訪問看護ステーション 金沢市大友町二29-1サニーコート106 076-254-5740

金沢市 山口　昭代 看護師（介護） 馬場ディサービス東山苑 金沢市北安江2-14-52-2 076-253-3779

金沢市 山崎　雅也 理学療法士 （有）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7-267 076-226-6677

金沢市 山森　健直 事務 金沢市健康政策課 金沢市 広坂1丁目1−1 076-220-2233

金沢市 四日　妙子 精神保健福祉士 医療法人社団浅野川　桜ヶ丘病院 金沢市観法寺へ174 076-258-1454

金沢市 寺本　紀子 社会福祉士 寺本社会福祉士事務所 金沢市松寺町子87

金沢市 柴山　朋美 保健師 金沢総合健康センター 金沢市大手町３−２３ 076-222-0102

金沢市 柴田　久代 医療事務 此花町浦田クリニック 金沢市此花町2-8 076-255-6677

金沢市 出島　智子 介護支援専門員 朱鷺の苑西インター小規模多機能居宅介護 金沢市森戸2丁目20番地 076-249-3331

金沢市 助田　外志成 在宅鍼灸マッサージ師 （株）フレアス金沢事業所 金沢市古府3-44 076-269-8009

金沢市 小堺　武士 理学療法士 KKR北陸病院 金沢市泉が丘２丁目１３−４３ 076-243-1191

金沢市 松寺　明美 介護士 四季の里　横川 金沢市横川4-88 076‐218‐4808

金沢市 松前　未帆 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10番地3 076-252-7787

金沢市 松村　琴恵 介護士 四季の里　横川 金沢市横川4-88 076‐218‐4808

金沢市 松鶴　知栄 栄養士 来夢株式会社 金沢市古府2丁目248番地 076-218-6006

金沢市 新蔵　一真 医薬品卸 明祥（株） 金沢市無量寺町ハ１番地 076-266-4006

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

金沢市 真橋　知恵 看護師（診療所） 此花町浦田クリニック 金沢市此花町2-8 076-255-6677

金沢市 真鍋　深雪 看護師（訪問看護） 医療法人社団浅野川　桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町ヘ１７６番地 076-256-1456

金沢市 水口　典子 医療事務 此花町浦田クリニック 金沢市此花町2-8 076-255-6677

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 西谷　健生 精神保健福祉士 結城病院 金沢市円光寺３丁目２１−７ 076-241-8228

金沢市 泉　幸恵 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丁目8番1号 076-262-6858

金沢市 前田　恵美 看護師（訪問看護） ジャパンケア金沢笠舞 金沢市笠舞１丁目８−１８ 076-221-2884

金沢市 足立　智子 介護支援専門員 地域包括かすが 金沢市鳴和1丁目1番地10号 076‐253-4165

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

金沢市 大谷　有加 看護師（介護） 金沢春日ケアセンター 金沢市元菊町20-1 076-262-3300

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

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

金沢市 鍛治　紀子 市職員 金沢市元町福祉健康センター 金沢市元町1丁目12-12 076-251-0200

金沢市 中　恵美 地域包括支援センター職員 地域包括支援センターとびうめ 金沢市飛梅町2番1号 076-231-3377

金沢市 中原　正晴 薬剤師 日本調剤薬局金沢西薬局 金沢市赤土町ト１８－３ 076-266-0350

金沢市 中西　晶子 薬剤師 菜の花薬局 金沢市京町2-18 076-253-8333

金沢市 中谷　浩子 薬剤師 菜の花薬局 金沢市京町2-18 076-253-8333

金沢市 中島　三津男 事務 金沢総合健康センター 金沢市大手町３−２３ 076-222-0102

金沢市 長井　裕美 地域包括支援センター職員 地域包括支援センターさくらまち 金沢市桜町２４−３０ 076-224-0101

金沢市 長田　和久 地域包括支援センター職員 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 辻旗　恭子 ヘルパー コープいしかわケアセンター金沢 金沢市入江2-384 076-292-3390

金沢市 田井　雅代 看護師（病院） 地域医療機能推進機構金沢病院 金沢市沖町ハｰ15 076-252-2200

金沢市 田丸　登志子 看護師（診療所） 能登内科医院 金沢市堀川町23-16 076‐223‐0103

金沢市 田口　吉史 薬剤師 なの花薬局大桑店 金沢市大桑2-256 076-259-5253

金沢市 田森　洋子 介護支援専門員 小池病院 金沢市大手町８－２０ 076-263-5521

金沢市 田中　昌子 看護師（病院） 老人保健施設あっぷる 金沢市長坂カ５ 076-280-5454
金沢市 田中　敦朗 介護支援専門員 なないろケアサポート 金沢市大友町二29-1サニーコート106 076-254-5740

金沢市 藤　晃子 看護師（訪問看護） 香林会訪問看護ステーション 金沢市泉野町4-15-24-201 076-247-1380

金沢市 藤井　佳奈 介護支援専門員 金沢春日ケアセンター 金沢市元菊町20-1 076-262-0033

金沢市 藤田　薫 介護支援専門員 介護相談センターふれあい 金沢市京町20-50 076‐253‐8848

金沢市 堂　和美 介護支援専門員 ジャパンケア金沢笠舞 金沢市笠舞1-8-18北国パレス１F 076‐221‐2271

金沢市 堂井　正博 介護福祉士 老人保健施設あっぷる 金沢市長坂カ５ 076-280-5454



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 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丁目１３−４３ 076-243-1191

金沢市 道村　亮一 精神保健福祉士 医療法人社団浅野川　桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町ヘ１７６番地 076-256-1456

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

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20-1 076-262-0033

金沢市 馬医　恵子 介護支援専門員 介護相談センターふれあい 金沢市京町20-50 076‐253‐8848

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丁目４２９−２ 076-247-5011

金沢市 比良　有希 医療ソーシャルワーカー 金沢ホームケアクリニック 金沢市大友1丁目102番地 076-225-7010

金沢市 福井　喜一 薬剤師 中央通町あおぞら薬局 金沢市中央通町11-50 076-234-8931 

金沢市 片山　千恵美 介護支援専門員 金沢病院付属居宅介護支援センター 金沢市沖町ハｰ15 076‐253‐5058

金沢市 北島　正悟 弁護士・社会福祉士 北島法律事務所 金沢市入江2丁目9番地1 076-259-0066

金沢市 堀端　真澄 看護師（診療所） 能登内科医院 金沢市堀川町23-16 076‐223‐0103

金沢市 名舩　佳苗子 看護師（介護） 四季の里　神宮寺 金沢市神宮寺1丁目18-18 076‐218‐4808

金沢市 野手　理恵子 薬剤師 かもめ薬局 金沢市鞍月東1-24 076-239-1540

金沢市 野里　啓子 看護師（訪問看護） 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番地中83番地 076‐252‐3415

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３−２３ 076-222-0102

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

金沢市 國光　智恵美 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2 076-247-5011

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 網江　智里 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 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 元女　貴久乃 介護支援専門員 (法）二ツ屋病院 かほく市二ツ屋ソ72 076-281-0172

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

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 秋田　規子 介護職 天然温泉デイサービス海青クラブ かほく市秋浜ヘ20-4 076-283-5600

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 松本　和子 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 深田　晃子 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

かほく市 瀬戸　清華 看護師（病院） 石川県立看護大学 かほく市学園台1-1 076-281-8300

かほく市 西川　拡志 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 折戸　眞由美 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 大西　真澄美 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 竹内　陽子 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 田端　佑樹 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 林　恵子 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

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 山岸　里美 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 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

宝達志水町川端　脩平 社会福祉士 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 保健師 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 志雄瑠璃光薬局 羽咋郡宝達志水町萩市ロ37-3 0767-29-4877

羽咋市 石櫃　晃子 介護職員 グループホーム福の神 羽咋市四栁町つ17 0767-26-8088

羽咋市 井戸　陽子 介護福祉士 グループホームなが穂の里 羽咋市石野町ト40 0767-22-6920

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 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 開道　薫里 管理職 デイサービス夢の華 羽咋市兵庫町巳13-1 0767-22-5050

羽咋市 角谷　悦和 看護師(病院) 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 片山　みゆき 保健師 羽咋市地域包括ケア推進室 羽咋市旭町ア200 0767-22-0202

羽咋市 北出　由美子 管理者 グループホーム福の神 羽咋市四栁町つ17 0767-26-8088

羽咋市 北原　はつ子 介護職 たきのーほーむ福の神 羽咋市四栁町つ17 0767-22-8022

羽咋市 高田　外喜美 訪問介護士 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 小此内　優子 介護支援専門員 ケアサービス夢の華 羽咋市四柳町つ17 0767-26-8011

羽咋市 坂井　真由美 介護職員 グループホーム福の神 羽咋市四栁町つ17 0767-26-8088

羽咋市 杉本　晴美 介護職 グループホーム福の神 羽咋市四栁町つ17 0767-26-8088

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 中元　美幸 訪問介護士 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 畑田　操 介護支援専門員 合同会社　愛笑 羽咋市粟原町イ109 0767-22-0660

羽咋市 平内　幸子 訪問介護士 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 堀井　瑞恵 看護師 デイサービス夢の華 羽咋市兵庫町巳13-1 0767-22-5050

羽咋市 前多　義則 介護職 たきのーほーむ福の神 羽咋市四栁町つ17 0767-22-8022

羽咋市 南口　弥生 介護支援専門員 ケアサービス夢の華 羽咋市四柳町つ17 0767-26-8011

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 横田　るり子 介護職 たきのーほーむ福の神 羽咋市四栁町つ17 0767-22-8022

羽咋市 和田　正美 保健師 羽咋市地域包括ケア推進室 羽咋市旭町ア200 0767-22-0202

羽咋市 渡　留美 計画作成担当者 たきのーほーむ福の神 羽咋市四栁町つ17 0767-22-8022

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支援 羽咋市旭町コ112-1 0767-22-7430

羽咋市 向　正人 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　悠和ウェルネス 羽咋市寺家町セ2番地１ 0767-22-7739

志賀町 岩本　智恵 保健師 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 加藤　孝之 作業療法士 富来病院 羽咋郡志賀町富来地頭町７の１１０番地の１0767-42-1122

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 羽咋郡志賀町高浜ク56-1 0767-32-5531

志賀町 酢谷　美和子 保健師 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 細井　豊太郎 社会福祉士 志賀町社会福祉協議会 羽咋郡志賀町富来領家町甲10 0767-42-2545

志賀町 増田　司 作業療法士 富来病院 羽咋郡志賀町富来地頭町７の１１０番地の１0767-42-1122

志賀町 宮本　枝里 サービス提供責任者 ＪＡ志賀訪問介護センター 羽咋郡志賀町高浜ク56-1 0767-32-5531



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

志賀町 西村　有子 介護支援専門員 はまなす園生活支援センター 羽咋郡志賀町河原51 0767-42-2900

志賀町 髭右近　優子 介護支援専門員 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 本保　博子 介護支援専門員 はまなす園生活支援センター 羽咋郡志賀町赤住ハの4-1 0767-42-2900

志賀町 吉田　美智子 介護支援専門員 はまなす園生活支援センター 羽咋郡志賀町河原51 0767-42-2900

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22号七株田12番地5 0767-53-8700

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 七尾市御祓町1番地 0767-53-5789

七尾市 古田美由紀 看護師（病院） 中村ペインクリニック 七尾市新明町ロ部10-1 0767-53-8688

七尾市 高橋　昭二 介護支援専門員 秀楽苑 七尾市中島町鹿島台は17-3 0767-66-1600

七尾市 春木　恒 介護支援専門員 寿老園 七尾市中島町鹿島台は14-1 0767-66-0300

七尾市 西川　由紀美 支援相談員 寿老園 七尾市中島町鹿島台は14-1 0767-66-0300

七尾市 中川　光子 介護支援専門員 秀楽苑 七尾市中島町鹿島台は17-3 0767-66-1600

七尾市 中村　カズ子 看護師（病院） 中村ペインクリニック 七尾市新明町ロ部10-1 0767-53-8688

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13-1 0767-62-3765

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6-4 0767-52-6611

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 七尾市御祓町1番地 0767-53-5789

七尾市 木下真由美 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6-4 0767-52-6611

輪島市 岩岸　由利子 介護支援専門員 介護老人保健施設　百寿苑 輪島市気勝平町１番28 0768-22-9922

輪島市 鬼平　千恵 介護支援専門員 介護老人保健施設　百寿苑 輪島市気勝平町１番28 0768-22-9922

輪島市 高橋　美奈子 介護支援専門員 グループホーム　ひなたぼっこ 輪島市山本町矢本前17-2 0768-23-1188

輪島市 高地　紀子 介護支援専門員 介護老人保健施設　百寿苑 輪島市気勝平町１番28 0768-22-9922

輪島市 西　三枝子 介護支援専門員 ゆきわりそう居宅介護支援事業所 輪島市門前町深田ろ6 0768-42-3333

輪島市 長徳谷　里絵 介護支援専門員 ゆきわりそう居宅介護支援事業所 輪島市門前町深田ろ6 0768-42-3334

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2-287-1 0768-23-1174

輪島市 北山　栄子 看護師（訪問看護） 輪島訪問看護ステーション 輪島市河井町24部11番地 0768-22-7505

珠洲市 井田　恵美 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 0768-82-1181

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

珠洲市 作田　佳代 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 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 中　洋子 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 東　博美 地域包括支援センター職員 珠洲市　地域包括ケア推進室 珠洲市上戸町北方1-6-2 0768-82-7746

珠洲市 藤瀬　純子 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長寿園 珠洲市宝立町春日野4字117番地 0768-84-2330

珠洲市 濱野　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 0768-82-1181

穴水町 山本　晶子 介護支援専門員 聖頌園　居宅介護支援センター 鳳珠郡穴水町岩車6-27-2 0768-56-1581

穴水町 菅原　豪 介護支援専門員 聖頌園　居宅介護支援センター 鳳珠郡穴水町岩車6-27-3 0768-56-1581

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 鳳珠郡穴水町大町ほの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37 0768-52-3379

穴水町 久保　寿美江 地域包括支援センター職員 介護老人保健施設　あゆみの里 鳳珠郡穴水町川島タの37 0768-52-3310

穴水町 久保田　綾子 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37 0768-52-3378

穴水町 高　久江 看護師（訪問看護） 穴水訪問看護ステーション 鳳珠郡穴水町川島タの38 0768-52-3288

穴水町 諸橋　正子 看護師（病院） 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町川島タの38 0768-52-0513

穴水町 川崎　幸恵 理学療法士 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町川島タの38 0768-52-0515

穴水町 泉原　悦子 看護師（病院） 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町川島タの38 0768-52-0514

穴水町 中田　昌子 看護師（訪問看護） 穴水訪問看護ステーション 鳳珠郡穴水町川島タの38 0768-52-3290

穴水町 辻谷　亜津子 看護師（病院） 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町川島タの38 0768-52-0512

穴水町 堂端　裕美 看護師（訪問看護） 穴水訪問看護ステーション 鳳珠郡穴水町川島タの38 0768-52-3289

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37 0768-52-3380

穴水町 苗代　時穂 看護師（病院） 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町川島タの38 0768-52-0511

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

穴水町 濱中　信江 介護支援専門員 介護老人保健施設　あゆみの里 鳳珠郡穴水町川島タの37 0768-52-3310

能登町 森下　裕美 看護師（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

能登町 伊藤　美江 看護師（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

能登町 桶谷　幸子 看護師（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

能登町 吉井　絹枝 看護師（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

能登町 川崎　祐希子 介護支援専門員 柳田温泉病院 鳳珠郡能登町上町8-393 0768-76-1224

能登町 谷内　ユリ子 看護師（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

能登町 中　亜矢子 看護師（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

能登町 刀祢　一海 作業療法士 柳田温泉病院 鳳珠郡能登町上町8-393 0768-76-1223

能登町 堂野　年栄 看護師（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

能登町 平野　多恵子 看護師（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347人

合計430人


