
評議員 2022年11月1日現在　
会員番号 氏名 勤務先名称 会員番号 氏名 勤務先名称
20070193 會退　友美 東京家政学院大学 20130673 大久保　剛 仙台白百合女子大学
20030187 饗場　直美 神奈川工科大学 20011447 大澤　清美 熊本市中央公民館
20100035 青井　渉 京都府立大学 19970052 大関　知子 大阪公立大学
19971405 青江　誠一郎 大妻女子大学 20051155 大瀬良　知子 東洋大学
20120817 青木　るみ子 西南女学院大学 20100827 太田　亜里美 新潟県立大学
19992054 青地　克頼 聖徳大学 20030460 太田　雅規 福岡女子大学
20000244 赤堀　摩弥 静岡県 20040471 大滝　直人 武庫川女子大学
19972220 赤松　利恵 お茶の水女子大学 20071358 大塚　礼 国立長寿医療研究センター研究所

20000871 浅田　憲彦 甲南女子大学 20090987 大槻　誠 鈴鹿医療科学大学
20071065 旭　久美子 広島国際大学 20020469 大平　英夫 神戸学院大学
20021505 朝見　祐也 龍谷大学 20080523 大森　聡 富山短期大学
19974550 安達　内美子 名古屋学芸大学 19970503 大山　珠美 桐生大学
20060121 阿部　稚里 三重短期大学 19980932 大和田　浩子 山形県立米沢栄養大学
20071217 阿部　雅子 高崎健康福祉大学 20010248 岡田　希和子 名古屋学芸大学
19992268 綾部　園子 高崎健康福祉大学 20000126 岡部　哲子 天使大学
20001566 新井　英一 静岡県立大学 20050188 小川　直子 徳島文理大学
19970484 荒井　裕介 千葉県立保健医療大学 20080794 沖嶋　直子 松本大学
19981671 荒尾　恵介 安田女子大学 19981624 奥村　仙示 同志社女子大学
19990996 荒木　裕子 高知学園大学 20060120 小澤　啓子 女子栄養大学短期大学部
20140331 飯田　綾香 神奈川県立保健福祉大学 20060442 尾島　俊之 浜松医科大学
19970044 池本　真二 聖徳大学 19970122 小野　章史 川崎医療福祉大学
20020231 石井　智美 酪農学園大学 20070869 小野　美咲 中村学園大学
19971696 石川　豊美 名古屋文理大学 19974190 小原　仁 国立病院機構仙台医療センター

19974419 石川　祐一 茨城キリスト教大学 20001398 小原　効 株式会社ピステム
19970019 石田　裕美 女子栄養大学 20000242 麻見　直美 筑波大学
20150297 石原　健吾 龍谷大学 20130743 小山田　正人 藤女子大学
20001600 石原　淳子 麻布大学 19971425 恩田　理恵 女子栄養大学
20031315 石原　三妃 松本大学 20150022 改元　香 鹿児島女子短期大学
19970175 石見　佳子 東京農業大学 20160412 籠橋　有紀子 島根県立大学
20120259 井尻　吉信 大阪樟蔭女子大学 20010929 笠岡　誠一 文教大学
20080471 板垣　康治 札幌保健医療大学 20000330 笠岡（坪山）　宜代 医薬基盤・健康・栄養研究所
19971608 市川　陽子 静岡県立大学 19970094 笠原　賀子 高知県立大学
20060214 伊藤　智 神戸学院大学 20001777 梶田　泰孝 茨城キリスト教大学
20090325 伊藤　早苗 琉球大学 19992071 片井　加奈子 同志社女子大学
20000335 伊藤　正江 至学館大学 20110066 片岡　沙織 神奈川県立保健福祉大学
20031057 伊藤　美紀子 兵庫県立大学 20030157 片山　直美 名古屋女子大学
20100240 伊藤　勇貴 名古屋学芸大学 20150726 加藤　久典 東京大学大学院
19970130 稲井　玲子 奈良女子大学 20031378 加藤　昌彦 椙山女学園大学
19971475 稲山　貴代 長野県立大学 20081238 加藤　友紀 愛知淑徳大学
19975999 井上　啓子 至学館大学 20100552 金澤　匠 千葉県立保健医療大学
20020548 井上　広子 東洋大学 19970504 金澤　良枝 東京家政学院大学
20071296 今井　絵理 滋賀県立大学 19976341 金光　秀子 山形県立米沢栄養大学
19973197 今井　克己 中村学園大学 20090154 金谷　由希 山形県立米沢栄養大学
20040508 今井　佐恵子 京都女子大学 20170430 金子　一郎 兵庫県立大学
19991181 今井　具子 同志社女子大学 19971688 兼平　奈奈 東海学園大学
19974546 今枝　奈保美 至学館大学 20130246 叶内　宏明 大阪公立大学
20021635 今中　美栄 島根県立大学 19975355 亀井　明子 国立スポーツ科学センター
20060419 今村　佳代子 鹿児島純心女子大学 19971641 亀山　良子 島根県立大学
19970483 岩瀬　靖彦 大妻女子大学 20150593 亀山　詞子 日本女子大学
20120914 岩橋　明子 帝塚山大学 19980170 栢下　淳 県立広島大学
19970707 岩本　珠美 十文字学園女子大学 20090042 川上　育代 尚絅大学
20110001 岩本　直樹 東京家政学院大学 19972518 川上　貴代 岡山県立大学
19973226 岩本　昌子 20150209 川畑　龍史 名古屋文理大学短期大学部
20010729 上田　由喜子 龍谷大学 20160301 河原田　律子 高崎健康福祉大学
19970048 上田　玲子 株式会社トランスコウプ総研 20020047 菊﨑　泰枝 奈良女子大学
19976139 上西　一弘 女子栄養大学 20020598 菊地　和美 藤女子大学
20041067 上延　麻耶 長野県立大学 20120414 菊地　優子 長崎国際大学
20001718 上原　万里子 東京農業大学 20000148 岸　知子 熊本県立大学
20030590 植村　百江 長崎県立大学 19972333 岸田　恵津 兵庫教育大学大学院
20180345 内田　薫 高崎健康福祉大学 20011135 岸本　三香子 武庫川女子大学
19975616 内田　和宏 中村学園大学 20120224 北川　絵里奈 名古屋文理大学
20170601 宇野　千晴 名古屋大学未来社会創造機構 19992249 北島　幸枝 東京医療保健大学
19970049 梅垣　敬三 昭和女子大学 20061135 北林　蒔子 山形県立米沢栄養大学
19981462 梅木　陽子 福岡女子大学 19976357 北村　真理 武庫川女子大学
19970544 宇和川　小百合 東京家政大学 20021153 北森　一哉 金城学院大学
20051158 衛藤　久美 女子栄養大学 20130004 木戸　慎介 近畿大学
20031380 榎　裕美 愛知淑徳大学 19972159 木戸　康博 甲南女子大学
20150642 海老原　泰代 淑徳大学 19970405 木村　典代 高崎健康福祉大学
20040022 遠藤　香 共立女子大学 20051244 木村　安美 広島修道大学
20031120 近江　雅代 中村学園大学 19975455 木村　祐子 帝塚山大学



会員番号 氏名 勤務先名称 会員番号 氏名 勤務先名称
20090607 清原　昭子 福山市立大学 19990833 鈴木　志保子 神奈川県立保健福祉大学
20110435 金髙　有里 札幌保健医療大学 20170758 鈴木　拓史 同志社女子大学
20010395 草間　かおる 長野県立大学 20120474 鈴木　太朗 龍谷大学
20090527 串田　修 静岡県立大学 20031347 鈴木　朋子 大阪樟蔭女子大学
19980280 楠瀬　千春 九州栄養福祉大学 20030018 鈴木　康夫 兵庫大学
20150332 工藤　美奈子 新渡戸文化短期大学 19974289 鈴野　弘子 東京農業大学
19973628 久野　一恵 西九州大学 19970395 須藤　紀子 お茶の水女子大学
19972513 久保田　恵 岡山県立大学 20070922 駿藤　晶子 神奈川県立保健福祉大学
20030103 熊井　まどか 長崎国際大学 19972894 曽川　美佐子 四国大学
20081233 倉貫　早智 神奈川県立保健福祉大学 20061054 曽根　博仁 新潟大学大学院
20090354 栗木　清典 静岡県立大学 19975973 髙木　道代
20090908 黒河　あおい 名寄市立大学 19970474 髙田　和子 東京農業大学
20190408 黒川　浩美 大阪青山大学 20030142 髙地　リベカ 奈良女子大学
20060349 黒谷　佳代 昭和女子大学 20150438 髙橋　圭 名古屋文理大学
20011255 桑島　千栄 京都光華女子大学 19974620 高橋　啓子 四国大学
20020766 桑野　稔子 静岡県立大学 19975586 髙橋　孝子 大阪公立大学大学院
20020589 桑波田　雅士 京都府立大学大学院 19970485 髙橋　東生 東洋大学
20080410 桒原　晶子 大阪公立大学 20070669 高橋　希 千葉県健康福祉部
19972108 神田　知子 同志社女子大学 19970481 髙橋　博子 日本栄養改善学会事務局
19980208 甲田　道子 中部大学 19971621 高橋　史江 関東学院大学
20040089 郡　俊之 甲南女子大学 20140243 髙橋　将記 東京工業大学
20110080 古閑　美奈子 山梨学院大学 19973803 高松　伸枝 別府大学
19990504 小切間　美保 同志社女子大学 20030192 高村　仁知 奈良女子大学
20001603 小久保　喜弘 国立循環器病研究センター 19970166 瀧本　秀美 医薬基盤・健康・栄養研究所
20120111 小島　唯 新潟県立大学 20001771 田口　素子 早稲田大学
20010555 小城　明子 東京医療保健大学 20150756 竹井　悠一郎 高知県立大学
20040282 五関　正江 日本女子大学 20060508 竹内　弘幸 富山短期大学
20031144 小玉　智章 長崎短期大学 20050519 竹内　真理 高崎健康福祉大学
20140087 小塚　明弘 小牧市民病院 20020887 竹谷　豊 徳島大学大学院
19971702 後藤　千穂 名古屋文理大学 20091105 竹林　純 医薬基盤・健康・栄養研究所
20110003 小林　道 酪農学園大学 19972480 武政　睦子 川崎医療福祉大学
20030136 小林　実夏 大妻女子大学 19970025 武見　ゆかり 女子栄養大学
20031143 小林　ゆき子 京都府立大学大学院 20061480 武山　英麿 愛知淑徳大学
19971579 小林　理恵 東京家政大学 19974600 多田　賢代 中国学園大学
20070314 五味　郁子 神奈川県立保健福祉大学 20070440 立花　詠子 名古屋学芸大学
20060213 近藤　慶子 滋賀医科大学 20050778 辰田　和佳子 日本大学
20070500 近藤（比江森）　美樹 徳島文理大学 20071121 辰巳　佐和子 滋賀県立大学
19970273 齋藤　長徳 青森県立保健大学 19972155 田中　惠子 京都文教短期大学
20011167 酒井　徹 徳島大学大学院 19975117 田中　弘美 北陸学院大学短期大学部
19974473 酒井　治子 東京家政学院大学 20051445 田中　弘之 東京家政学院大学
19976020 坂本　薫 兵庫県立大学 19970972 田中　弥生 関東学院大学
20100907 坂本　達昭 熊本県立大学 20100641 田辺　賢一 中村学園大学
19972166 坂本　裕子 京都華頂大学 20080518 玉浦　有紀 新潟県立大学
19976117 坂本　恵 札幌保健医療大学 20110307 田丸　淳子 神戸学院大学
20030943 作田　はるみ 神戸松蔭女子学院大学 19970307 田村　朝子 新潟県立大学
20080352 佐久間　理英 福岡女子大学 19972543 長　久美 興生総合病院
19976193 佐藤　香苗 東都大学 20040521 塚原　丘美 名古屋学芸大学
20050930 佐藤　伸 青森県立保健大学 19970407 塚原　典子 骨粗鬆症財団
20011007 佐藤　裕保 仁愛大学 19971083 辻　ひろみ 東洋大学
20070364 佐藤　陽子 城西大学 19980945 堤　ちはる 相模女子大学
20031227 佐藤　理恵子 女子栄養大学 20051095 手嶋　哲子 北海道文教大学
20021411 山王丸　靖子 城西大学 20010916 東泉　裕子 医薬基盤・健康・栄養研究所
19971296 塩原　明世 東洋大学 20021143 冨田　圭子 近畿大学
20110582 鹿内　彩子 青森県立保健大学 19974860 冨田　教代 常磐大学
19974595 幣　憲一郎 京都大学医学部附属病院 20010765 友寄　博子 熊本県立大学
20040679 柴田　清 名古屋経済大学 19975593 外山　健二 奈良女子大学
19970488 清水　純 城西大学 20100028 永井　亜矢子 京都光華女子大学
20070764 清水　真理 天使大学 19972324 永井　成美 兵庫県立大学
19972617 下岡　里英 広島女学院大学 19975875 中川　明彦 金沢医科大学病院
20020842 下方　浩史 名古屋学芸大学大学院 20130044 中川　裕子 山梨学院短期大学
20050512 首藤　恵泉 岡山県立大学 19973012 中島　滋 文教大学
20050181 白神　俊幸 長野県立大学 20021382 中島　順子
20061257 城田　直子 東京家政学院大学 20030331 中嶋　名菜 熊本県立大学
20110091 新保　みさ 長野県立大学 20030258 中田　理恵子 奈良女子大学
19972733 水津　久美子 山口県立大学 19970074 中谷　弥栄子 鎌倉女子大学
20071341 杉村　留美子 酪農学園大学 20100452 中出　麻紀子 兵庫県立大学
19972622 杉山　寿美 県立広島大学 20020218 中出　美代 東海学園大学
20010600 勝呂　玲子 日本栄養改善学会事務局 20041283 中西　明美 女子栄養大学
19990860 鈴木　亜夕帆 千葉県立保健医療大学 20070369 中西　朋子 共立女子短期大学
20060665 鈴木　一恵 新潟医療福祉大学 20090065 長幡　友実 京都府立大学大学院



会員番号 氏名 勤務先名称 会員番号 氏名 勤務先名称
20120265 中畑　典子 島根県立大学 19974271 丸山　千寿子 日本女子大学
20120036 中東　真紀 認定栄養ケア・ステーション鈴鹿 19990552 三浦　綾子 常葉大学
19970447 中村　禎子 十文字学園女子大学 20011785 三浦　克之 滋賀医科大学
19972096 中村　武夫 近畿大学 19971161 三澤　朱実 東京家政学院大学
19992215 中村　富予 龍谷大学 20020913 水上　由紀 相模女子大学
19971640 中村　美詠子 浜松医科大学 20010305 水野　文夫 城西大学
19972152 中山　玲子 京都女子大学 20100190 三田　有紀子 椙山女学園大学
19970461 名倉　秀子 十文字学園女子大学 20060781 三田村　理恵子 藤女子大学
19974303 七尾　由美子 金沢学院大学 19974916 南　久則 神戸学院大学
19972373 名和田　淸子 島根県立大学 19991598 宮澤　洋子 東海学園大学
20021431 南里　明子 福岡女子大学 20020590 宮本　賢一 龍谷大学
20070415 西　隆司 天使大学 20120765 宮脇　尚志 京都女子大学
19980859 西田　由香 名古屋女子大学 20050443 三好　美紀 青森県立保健大学
20160423 西田　淑男 東海学園大学 20150057 村上　亜弥子 四国大学
20160671 布川　美穂 和洋女子大学 20140418 村上　知子
20031373 野口　孝則 上越教育大学大学院 20011247 村上　恵 同志社女子大学
20050197 野末　みほ 常葉大学 20100699 村田　浩子 十文字学園女子大学
19972356 野津　あきこ 鳥取短期大学 20001790 村山　伸子 新潟県立大学
19971613 長谷川　順子 東都大学 20130756 百木　和 摂南大学
20031069 長谷川　めぐみ 天使大学 19980736 百々瀬　いづみ 札幌保健医療大学
20110662 服部　浩子 愛知学院大学 19971892 森　圭子 愛知学院大学
20070229 花井　美保 神奈川工科大学 20070169 森　直子 聖徳大学
20020882 羽場　亮太 世田谷区立喜多見中学校 20061401 森岡　美帆 和歌山信愛女子短期大学
20061346 濵口　郁枝 甲南女子大学 19981159 森口　里利子 中村学園大学
19973866 林　宏一 武庫川女子大学 20070964 森田　明美 三重大学大学院
20180226 林　直哉 神戸松蔭女子学院大学 20170021 森田　理恵子 福岡女子大学
20020240 林　芙美 女子栄養大学 20130247 矢澤　彩香 大阪公立大学
20120811 早瀬　須美子 愛知学院大学 20081085 安武　健一郎 中村学園大学
20120102 早見　直美 大阪公立大学大学院 20010672 谷内　洋子 千葉県立保健医療大学
19970598 原島　恵美子 神奈川工科大学 20030965 柳沢　香絵 相模女子大学
19974629 板東　絹恵 四国大学 20071319 矢野　友啓 東洋大学
19972207 東　あかね 京都産業大学保健管理センター 19972600 山内　有信 広島修道大学
19972337 東根　裕子 甲南女子大学 20081308 山内　淳 東京農業大学
19971817 東山　幸恵 愛知淑徳大学 19975978 山岸　博之 関東学院大学
20010896 樋口　良子 神奈川県立保健福祉大学 20030193 山口　智子 新潟大学
20010301 日田　安寿美 東京農業大学 20020549 山口　光枝 広島国際大学
20050049 人見　英里 山口県立大学 20130872 山崎　聖美 医薬基盤・健康・栄養研究所
20140330 平井　美樹夫 山梨県立北病院 20150771 山崎　英恵 龍谷大学
20080653 平岡　真実 千葉県立保健医療大学 20190056 山崎　正幸 龍谷大学
20011444 平川　史子 別府大学 19970881 山田　哲雄 関東学院大学
20071314 平野　直美 神戸女子短期大学 20070390 山田　紀子 椙山女学園大学
20040059 廣瀬　潤子 京都女子大学 20010580 山田　正子 東京家政学院大学
19970165 廣田　晃一 医薬基盤・健康・栄養研究所 20030384 大和　孝子 中村学園大学
19973309 廣田　幸子 山陽学園短期大学 20150651 山中　恵里香 Ｈ＆Ｈ
20050012 福田　ひとみ 帝塚山学院大学 19991736 山部　秀子 札幌保健医療大学
20010599 福村　智恵 大阪公立大学大学院 19970923 山本　妙子
20020828 藤井　恵子 日本女子大学 20080734 山本　浩範 仁愛大学
20001778 藤井　康弘 別府大学 20030174 湯浅（小島）　明子 大阪市立大学大学院
20090543 藤木　理代 名古屋学芸大学 20080891 百合草　誠 愛知淑徳大学
19971239 藤澤　由美子 和洋女子大学 20031136 横山　佳子 京都女子大学
20180116 藤田　恭輔 富山短期大学 20010489 横山　徹爾 国立保健医療科学院
20081318 古橋　啓子 東海学園大学 19971386 吉岡　有紀子 相模女子大学
20001756 細見　和雄 19980490 吉岡　美子 京都産業大学
19971219 細山田　康恵 千葉県立保健医療大学 19972450 由田　克士 大阪公立大学大学院
19971904 堀田　千津子 鈴鹿医療科学大学 19990742 吉田　亨 十文字学園女子大学
19973502 堀尾　拓之 東海学園大学 19975606 吉田　弘子 中村学園大学
20100178 堀川　千嘉 新潟県立大学 19972054 吉田　宗弘 関西大学
19973116 堀田　徳子 西九州大学 20120800 吉村　英一 医薬基盤・健康・栄養研究所
19974880 堀端　薫 女子栄養大学 20010838 吉村　美紀 兵庫県立大学
19975461 前田　佳予子 武庫川女子大学 20000993 吉本　優子 京都府立大学大学院
19974544 松井　元子 京都府立大学大学院 20081348 若菜　宣明 東京農業大学
19992510 松﨑　広志 東京農業大学 19990931 和田　政裕 城西大学
19981660 松下　佳代 女子栄養大学 20150552 渡邊　英美 帝塚山大学
19981705 松下　由実 国立国際医療研究センター 20040061 渡辺　純子 南九州大学
19992112 松月　弘恵 日本女子大学 19974367 渡邊　智子 東京栄養食糧専門学校
19970085 松村　康弘 文教大学 20100564 渡邉　智之 愛知学院大学
20090220 松本　麻衣 医薬基盤・健康・栄養研究所 20100856 渡辺　優奈 千葉県立保健医療大学
19972407 松本　義信 川崎医療福祉大学 19975248 渡辺　由美 高崎健康福祉大学
20041229 丸山　広達 愛媛大学 19975034 渡部　佳美 広島女学院大学
19980528 丸山　智美 金城学院大学


