
日本肥満学会認定生活習慣病改善指導士一覧 （50音順）

2012年度（第 1回）認定者（認定期間：2013年 1月 1日～2017年 12月 31日）
青方 潤子   石川 香奈恵   石橋 幸子   伊藤 薫    内田 香   

内田 輝美* 江口 初子* 奥野 恵理子  粕谷 久美子  河村 美和* 
木村 朗    黒岩 けさ子   小浜 勝之*   齋藤 昌宏   佐野 喜子
柴崎 千絵里  城下 美枝子*   白土 孝子   鈴木 志保子  中村 喜代子
南木 彩* 南本 素子*   野村 卓生* 堀越 文    前田 加奈子* 
宮下 雅江   森本 信三* 脇 祥子* 
*：2017 年度に更新をされ、現在も生活習慣病改善指導士の資格をお持ちの方です。

2013 年度（第 2回）認定者（認定期間：2014 年 1 月 1 日～2018 年 12 月 31 日） 

石井 緑      江口 智香       太田 智美     小津 知恵子     小津 寛子 

亀山 久美子   喜納 正幸       久保 敏美     久保田 美保子    近藤 真奈 

田中 幸美     玉那覇 真弓      寺口 美里     原田 有希子     平岡 知美 

廣田 有紀      福田 也寸子       藤﨑 小百合    本田 俊江       山本 桂子 

山本 美恵 

2014 年度（第 3回）認定者（認定期間：2015 年 1 月 1 日～2019 年 12 月 31 日） 

上田 浩之 栄口 由香里       小川 ルミ子   奥谷 美栄子    尾関 拓也 

川島 和美 桑原 まゆみ      冬至 尚美      中目 真理子     中村 真紀 

山本 友紀 渡辺 麗 

2015 年度（第 4回）認定者（認定期間：2016 年 1 月 1 日～2020 年 12 月 31 日） 

伊藤 直子      内野 保都美     大河内 友美    落合 裕子     鍵田 忠芳 

京野 陽子      志賀 佳織        白波瀬 景子     玉那覇 桃子    寺田 裕実子 

中川 明子       中村 誉           中山 泰地      波田 祐生子    廣田 優子 

藤原 優子       松本 清美        丸山 吉江       山田 美千代  

2016 年度（第 5回）認定者（認定期間：2017 年 1 月 1 日～2021 年 12 月 31 日） 

遠藤 太祐     小野 美咲       梶本 佳江     金城 史郎     来栖 文子   

佐藤 千春     鈴木 真理子      多田 英生     舘 友基       棚原 さやか   

恒川 裕子     堀口 さやか       宮里 弥涼     毛利 恵子     山根 加奈子   

山本 久子       吉田 三嘉 



2017 年度（第 6回）認定者（認定期間：2018 年 1 月 1 日～2022 年 12 月 31 日） 

阿部 睦子      岩田 清香       内田 輝美        江川 徹        江口 初子 

大音師 澄子     岡野 里美       河村 美和        木村 覚美      小菅 弘幸 

小浜 勝之       城下 美枝子     南木 彩         南本 素子      野村 卓生  

畠山 浩美       服部 玄徳      平塚 訓子         二口 知奈美    前川 瑞穂 

前田 加奈子    南 裕子       向後 愛子       森本 信三      横山 麻実   

脇 祥子  


