
氏名 勤務先 職種

布川　修次 （有）あい薬局 薬剤師

妹尾　波枝 アイン薬局　伏見店 薬剤師

楠本　貴美子 あい薬局 薬剤師

森田　悦代 あんず薬局 薬剤師

守本　真人 あんず薬局 薬剤師

中村　正美 おりーぶ薬局 薬剤師

中西　知子 かぎもとクリニック 健康運動指導士

田中　眞岐 かぎもとクリニック 准看護師

橋本　和代 かわかみ調剤薬局 薬剤師

河上　英治 かわかみ調剤薬局 薬剤師

古川　節子 コマダ診療所 看護師

千坂　倫子 すず薬局御陵店 薬剤師

橋本　伊有子 スマイル薬局丸太町高倉店 薬剤師

渡邊　大記 ダイガク薬局 薬剤師

柴原　元江 チカタ薬局 薬剤師

西浦　真理子 ドラッグユタカ宇治店 薬剤師

島田　天心 はーと＆はあとライフサポート 管理栄養士

初村　宏子 はーと＆はあとライフサポート 管理栄養士

山村　豊美 はーと＆はあとライフサポート 管理栄養士

牧野　久美子 ふたば薬局東山閣店 薬剤師

中本　絵里 まるおクリニック 管理栄養士

中川　浩司 マルナカ薬局 薬剤師

野田　雅子 みやこ薬局北山店 薬剤師

堀井　志保 メディカプラン京都すこやか薬局 薬剤師

緒方　千賀子 もみじ薬局 薬剤師

橋本　博史 やまぶき薬局 薬剤師

駒井　公子 ユニチカ（株）宇治事業所 管理栄養士

柳瀬　知子 ローズタウン薬局 薬剤師

樋口　眞宏 愛生会　山科病院 薬剤師

中島　佳与子 綾部市立病院 臨床検査技師

小林　悦子 医仁会武田総合病院 看護師

黒瀬　聖司 医仁会武田総合病院 健康運動指導士

宮田　宜典 医療法人育生会久野病院 理学療法士

森南　徳彦 医療法人弘正会　西京都病院 薬剤師

加藤　慶子 医療法人財団康生会康生会クリニック 介護支援専門員

今井　優 医療法人財団康生会康生会クリニック 健康運動指導士

宮坂　仁美 医療法人社団石鎚会田辺中央病院 看護師

2013年度京都府糖尿病療養指導士　認定者
※認定者412名のうち、本人の了承をもとに掲載しています



寺井　千鶴 医療法人社団石鎚会田辺中央病院 看護師

樋口　則子 医療法人社団石鎚会田辺中央病院 看護師

河原　俊介 医療法人社団石鎚会田辺中央病院 臨床工学技士

大林　明日香 医療法人社団石鎚会田辺中央病院 臨床工学技士

齋藤　みゆき 医療法人社団千春会 千春会病院 看護師

井上　真子 医療法人社団千春会 千春会病院 看護師

平﨑　紀子 医療法人社団千春会 千春会病院 看護師

谷中　景子 医療法人社団千春会 千春会病院 管理栄養士

井口　敦子 医療法人社団千春会 千春会病院 薬剤師

河越　由理 医療法人社団千春会 千春会病院 理学療法士

前川　紀子 医療法人社団千春会 千春会病院 臨床検査技師

森川　朋子 医療法人純康会　徳地歯科医院 歯科衛生士

小久保　律子 医療法人清福会安見内科医院 管理栄養士

嶌本　美賛 医療法人明貴会三条山口歯科医院 歯科衛生士

坪田　直子 一般財団法人泉谷病院 薬剤師

山形　美紀 一般社団法人　京都府歯科医師会 歯科衛生士

上田　加奈子 稲荷山武田病院 看護師

木下　麗奈 稲荷山武田病院 看護師

新原　佳子 宇治徳洲会病院 看護師

古市　百合子 宇治徳洲会病院　透析センター 看護師

大倉　節子 介護老人保健施設こもれび 管理栄養士

北本　朝子 梶山内科クリニック 看護師

北　千加子 ㈱ハーフセンチュリーモア　サンシティ木津 社会福祉士

柳　しのぶ 吉祥院病院 看護師

荒屋　滋子 吉祥院病院 准看護師

堀口　裕美 宮津武田病院 薬剤師

荒生　弘美 居宅介護支援事業所　洛翠園 介護支援専門員

長元　廣子 居宅介護支援事業所右京医師会 介護支援専門員

田末　満由美 京丹後市立弥栄病院 看護師

松本　久美子 京丹後市立弥栄病院 准看護師

新井　慎 京都医健専門学校 理学療法士

佐名木　勇 京都医療センター 看護師

西村　美希 京都協立病院 看護師

八木　なぎさ 京都九条病院 看護師

松浦　幸代 京都市立病院 歯科衛生士

熊谷　恭子 京都市立病院 薬剤師

石田　直子 京都市立病院 薬剤師

木村　絵美 京都社会事業財団西陣病院 看護師

橋本　栄美子 京都社会事業財団西陣病院 看護師

立山　一美 京都社会事業財団西陣病院 看護師



北奥　直美 京都社会事業財団西陣病院 管理栄養士

木村　美枝子 京都社会事業財団西陣病院 管理栄養士

河本　久美子 京都社会事業財団西陣病院 管理栄養士

小笹　清香 京都社会事業財団西陣病院 管理栄養士

今井　文恵 京都社会事業財団西陣病院 管理栄養士

須惠　裕子 京都社会事業財団西陣病院 管理栄養士

岡本　早織 京都社会事業財団西陣病院 薬剤師

牛嶋　麻紀 京都社会事業財団西陣病院 薬剤師

岡﨑　一幸 京都大学医学部付属病院　検査部 臨床検査技師

西村　亜希子 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 看護師

庄　康余 京都第一赤十字病院 看護師

片木　千景 京都第一赤十字病院 管理栄養士

辰巳　千夏 京都第一赤十字病院 薬剤師

松田　小百合 京都第二赤十字病院 管理栄養士

若林　祥子 京都第二赤十字病院 薬剤師

西村　智恵子 京都南病院 准看護師

亀井　玲子 京都八幡病院 看護師

岡田　圭子 京都八幡病院 看護師

八田　まさみ 京都八幡病院 看護師

佐藤　美朝 京都八幡病院 看護師

清水　順子 京都八幡病院 看護師

小西　千秋 京都八幡病院 看護師

松本　信明 京都八幡病院 看護師

田中　晴美 京都八幡病院 管理栄養士

田中　伸佳 京都八幡病院 理学療法士

益戸　繁子 京都府医師会看護専門学校 管理栄養士

浅葉　有紀 京都府立医科大学付属病院 薬剤師

大迫　文重 京都府立医科大学附属病院 歯科医師

藤川　由美 京都府立医科大学附属病院 歯科衛生士

白數　多恵子 京都府立医科大学附属北部医療センター 看護師

山田　幹代 京都武田病院 看護師

下之内　暢子 京都保健会上京診療所 看護師

鳥飼　和美 京都民医連太子道診療所 看護師

小川　純子 京都民医連中央病院 看護師

西谷　加津子 京都民医連中央病院 看護師

櫛田　麻結子 京都民医連中央病院 管理栄養士

神﨑　勇 京都民医連中央病院 臨床工学技士

上田　恵 恵仁会　なぎ辻病院 薬剤師

尾谷　尚子 古家医院 准看護師

野村　澄子 公益社団法人丹後中央病院 看護師



岡下　ますみ 公立南丹病院 看護師

市川　菜々 康生会　武田病院 管理栄養士

山田　智美 高島屋診療所 管理栄養士

森脇　まさ美 高木内科医院 看護師

中山　厚子 合同会社日和　介護サービスセンターひより 介護福祉士

塩濱　奈保子 済生会京都府病院 管理栄養士

佐々木　愛 済生会京都府病院 薬剤師

藤井　智 三安ゆう薬局 薬剤師

福井　磨子 山口歯科医院 歯科衛生士

平田　仁美 四条調剤薬局 薬剤師

平松　芳美 四条調剤薬局 薬剤師

吉田　桂子 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会 介護支援専門員

大八木　末美 社会福祉法人友愛会　亀岡友愛園 介護福祉士

瀬野　朝子 社会福祉法人友愛会　亀岡友愛園 看護師

石野　多嘉子 社会福祉法人友愛会　亀岡友愛園 歯科衛生士

牧　幸代 若草薬局京都本店 薬剤師

大島　正子 身体障害者リハビリテーションセンター 看護師

岸田　亮 清仁会　シミズ病院 臨床検査技師

堀　猛史 清仁会　シミズ病院 臨床検査技師

小松原　八重子 西尾医院 管理栄養士

小井　香欧里 全国健康保険協会京都支部 管理栄養士

吉松　則子 蘇生会総合病院 看護師

松本　嘉浩 蘇生会総合病院 薬剤師

浅田　のぶ子 村井歯科医院 歯科衛生士

辻　美弥子 太秦病院 薬剤師

伊能　弘子 大橋歯科診療所 歯科衛生士

松本　眞理子 大森医院 管理栄養士

坪内　淳子 大石内科クリニック 看護師

佐伯　美和 第一岡本病院 管理栄養士

亀田　清子 醍醐病院 管理栄養士

清水　優子 丹後ふるさと病院 看護師

宮原　文子 丹後ふるさと病院 管理栄養士

吉田　久美子 丹後ふるさと病院 准看護師

大迫　智枝 男山病院 看護師

岡本　ひとみ 男山病院 看護師

福井　千晶 男山病院 看護師

清水　美穂子 男山病院 看護師

元井　とも子 男山病院 看護師

松﨑　政子 桃仁会病院 看護師

鈴木　由祈子 桃仁会病院 看護師



藤本　和久 藤本歯科医院 歯科医師、介護支援専門員

平田　由美 特別養護老人ホーム　天神の杜 管理栄養士

谷口　絵理子 特別養護老人ホーム木津芳梅園 管理栄養士

吉田　芳子 南口腔ケアセンター 歯科衛生士

森坂　亜希 日本バプテスト病院 臨床検査技師

和田　美紀 白数歯科医院 歯科衛生士

山下　智美 白数歯科医院 歯科衛生士

後藤　路子 白数歯科医院 歯科衛生士

山岸　昌美 白数歯科医院 歯科衛生士

岡本　知子 富阪歯科医院 歯科衛生士

江上　香織 舞鶴医療センター 看護師

篠原　明香 舞鶴医療センター 管理栄養士

坂根　章彦 舞鶴赤十字病院 薬剤師

辻本　千代美 福知会もみじケ丘病院 薬剤師

川本　喜子 平和会吉田医院 臨床心理士

西垣　香織 牧ゆう薬局 薬剤師

山本　桂子 堀口歯科医院 歯科衛生士

勝丸　美佳 堀川病院 管理栄養士

嶋村　圭子 木津ケアーズ薬局 薬剤師

葉山　義則 葉山歯科医院 歯科医師

佐々木　由美 洛和会音羽病院 管理栄養士

三宅　聖子 洛和会音羽病院 管理栄養士

林　たみ子 洛和会音羽病院 臨床心理士

橋本　剛生 洛和会丸太町病院 理学療法士

中井　悦子 和田内科医院 看護師

永田　めぐみ 松室内科クリニック 　

砂川　彩子 　 介護支援専門員

柴田　由紀子 　 介護支援専門員

斉木　晃弘 　 介護支援専門員

雀部　美紀 　 介護福祉士

鶴谷　涼子 　 介護福祉士

安井　敦子 　 看護師

伊藤　舞 　 看護師

河部　朋枝 　 看護師

宮本　ゆかり 　 看護師

熊澤　弘子 　 看護師

後藤　佳子 　 看護師

江見　あゆみ 　 看護師

佐伯　奈緒美 　 看護師

山田　潤也 　 看護師



寺元　真由美 　 看護師

上岡　智美 　 看護師

森　悠子 　 看護師

川棚　和明 　 看護師

大井　裕子 　 看護師

大竹　有理 　 看護師

竹本　くるみ 　 看護師

中西　由有 　 看護師

田部　優子 　 看護師

萩野　志保 　 看護師

堀池　健太 　 看護師

安達　唯 　 管理栄養士

園田　和子 　 管理栄養士

奥村　のりこ 　 管理栄養士

角井　薫子 　 管理栄養士

山下　弘子 　 管理栄養士

柴田　真由美 　 管理栄養士

樹山　敏子 　 管理栄養士

杉本　篤子 　 管理栄養士

菅野　美和子 　 管理栄養士

青木　利子 　 管理栄養士

石田　典子 　 管理栄養士

千葉　明美 　 管理栄養士

村田　久美子 　 管理栄養士

中瀬　理恵 　 管理栄養士

渡邉　薫 　 管理栄養士

日夏　和子 　 管理栄養士

畑　千栄子 　 管理栄養士

副島　晶美 　 管理栄養士

木下　穂支子 　 管理栄養士

ポッツ　奈緒美 　 歯科衛生士

安井　裕子 　 歯科衛生士

井﨑　三枝子 　 歯科衛生士

岡本　妙子 　 歯科衛生士

可知　陽子 　 歯科衛生士

岩崎　香代 　 歯科衛生士

吉本　美枝 　 歯科衛生士

橋本　美影 　 歯科衛生士

坂口　千穂 　 歯科衛生士

三谷　由加里 　 歯科衛生士



小室　香苗 　 歯科衛生士

小泉　美智子 　 歯科衛生士

上田　登美子 　 歯科衛生士

浅井　宣子 　 歯科衛生士

村上　正恵 　 歯科衛生士

大川　知津 　 歯科衛生士

池田　信子 　 歯科衛生士

中井　桃子 　 歯科衛生士

藤井　富美子 　 歯科衛生士

白波瀬　由香里 　 歯科衛生士

片岡　もと子 　 歯科衛生士

矢島　光江 　 歯科衛生士

廣嶋　敦子 　 歯科衛生士

澤井　美枝子 　 歯科衛生士

宇都　久美子 　 薬剤師

吉田　有美子 　 薬剤師

坂井　智子 　 薬剤師

三﨑　亜由美 　 薬剤師

清水　祐子 　 薬剤師

川北　秀美 　 薬剤師

田﨑　慎子 　 薬剤師

藤　裕美 　 薬剤師

波多野　いづみ 　 薬剤師

牧　ミカ 　 薬剤師

堀江　真弥 　 薬剤師

脇坂　匡美 　 薬剤師

竹田　美都 　 臨床検査技師

宮本　光代 　 臨床心理士

櫻井　聖子 　 臨床心理士

永田　みゆき 　 　

下田　寿子 　 　

黒田　里佳 　 　

小山　晶子 　 　

小山　晴人 　 　

小谷　寿和子 　 　

小路　照代 　 　

松井　千春 　 　

大釜　恵美 　 　

大向　裕美子 　 　

　 医療法人一仁会脳神経リハビリ北大路病院 管理栄養士



　 医療法人社団石鎚会田辺中央病院 看護師

　 医療法人社団石鎚会田辺中央病院 看護師

　 医療法人社団石鎚会田辺中央病院 看護師

　 宇治徳洲会病院 看護師

　 京都社会事業財団西陣病院 看護師

　 京都八幡病院 看護師

　 京都府立医科大学附属病院 看護師

　 京都府立医科大学附属病院 看護師

　 京都府立医科大学附属病院 看護師

　 京都民医連太子道診療所 看護師

　 康生会クリニック 看護師

　 蘇生会総合病院 看護師

　 日本バプテスト病院 看護師

　 日本バプテスト病院 看護師

　 日本バプテスト病院 看護師

　 日本バプテスト病院 看護師

　 脳神経リハビリ北大路病院 看護師

　 洛和会丸太町病院 臨床検査技師

　 京都第二赤十字病院 　

　 京都第二赤十字病院 　

　 宇治徳洲会病院 　


