
氏名 勤務先 職種

牛丸　弘美 NTT西日本京都病院 看護師

八田　理絵 愛生会　山科病院 言語聴覚士

足立　町子 足立歯科診療所 歯科衛生士

四方　学 綾部市立病院 臨床検査技師

原田　真弓 綾部市立病院 臨床検査技師

宮崎　順子 綾部市立病院 管理栄養士

沼田　多重 一般財団法人療道協会　西山病院 薬剤師

宇野　敦子 一般社団法人愛生会　山科病院 薬剤師

野村　一之 一般社団法人愛生会　山科病院 薬剤師

村瀬　真由美 一般社団法人愛生会　山科病院 薬剤師

八木　聖子 一般社団法人愛生会　山科病院 薬剤師

森　一恵 医療法人　岡村医院 看護師

岩瀬　みどり 医療法人　谷口医院 看護師

田中　まる女 医療法人　まるめデンタルクリニック 歯科医師

山口　智子 医療法人　まるめデンタルクリニック 歯科衛生士

永野　三和子 医療法人基歯会　とみた歯科 歯科衛生士

浅野　幸江 医療法人社団　コクラ医院 准看護師

今阪　恭子 医療法人社団　コクラ医院 作業療法士

奥　由香 医療法人社団　コクラ医院 看護師

勝山　麗子 医療法人社団　コクラ医院 看護師

柴田　恵 医療法人社団　コクラ医院 理学療法士

鯰江　美鳥 医療法人社団　コクラ医院 介護福祉士

松尾　千佳子 医療法人社団　コクラ医院 介護福祉士

松葉　千絵 医療法人社団　コクラ医院 介護福祉士

御前　八千代 医療法人社団　コクラ医院 介護福祉士

森　晴美 医療法人社団　コクラ医院 介護福祉士

森本　トシ子 医療法人社団　松下病院 看護師

長尾　和人 医療法人社団育生会　久野病院 理学療法士

作間　廣子 医療法人社団一心会　都倉病院 薬剤師

齊藤　淳子 医療法人社団恵心会　京都武田病院 看護師

藤田　恵美子 医療法人社団恵心会　京都武田病院 看護師

滝川　瑠美 医療法人仁心会　宇治川病院 健康運動指導士

橋本　雪江 医療法人正信会ほうゆう病院 管理栄養士

石川　洋子 宇治武田病院 歯科衛生士

辻　由美子 宇治武田病院 歯科衛生士

仲川　重子 宇治武田病院 歯科衛生士

藤庭　佳子 宇野薬品株式会社 管理栄養士

宇佐美　めぐみ 桜花会醍醐病院 薬剤師

大河　啓子 大河歯科医院 歯科医師

2014年度京都府糖尿病療養指導士　認定者
※認定者213名のうち、本人の了承をもとに掲載しています



氏名 勤務先 職種

大河　貴久 大河歯科医院 歯科医師

大塚　和久 大塚歯科医院 歯科医師

大西　芳晴 大西歯科医院 歯科医師

清水　勉 介護老人保健施設友々苑 介護支援専門員

芝﨑　美幸 かぎもとクリニック 健康運動指導士

藤本　園子 株式会社スズケン　北京都支店 薬剤師

堀越　千鶴子 亀岡友愛園　ホームヘルプステーション 介護福祉士

釜子　優美子 京都九条病院 看護師

野津　美登里 京都第一赤十字病院 管理栄養士

山口　多美子 京都第一赤十字病院 看護師

田村　享子 京都大学医学部附属病院 歯科衛生士

松岡　裕子 京都第二赤十字病院 看護師

坂井　泰子 京都福祉サービス協会 介護福祉士

本好　則子 京都福祉サービス協会　醍醐事務所 介護支援専門員

江口　幸 京都府立医科大学付属 北部医療センター 看護師

小西　洋子 京都府立医科大学附属病院 薬剤師

井上　千裕 京都民医連中央病院 看護師

塚田　ちひろ 京都民医連中央病院 理学療法士

柴田　拓哉 久野病院 理学療法士

田中　直美 栗田歯科医院 歯科衛生士

本井　裕二 公益社団法人　丹後中央病院 看護師

星　綾子 公益社団法人京都保健会　総合ケアステーションわかば 介護福祉士

河野　多聞 こうの歯科クリニック 歯科医師

柏本　英子 高齢者総合福祉施設　神の園 介護福祉士

岡　友理 済生会京都府病院 管理栄養士

上村　祐介 社会福祉法人　宇治病院 理学療法士

小野　節子 社会福祉法人　京都福祉サービス協会 看護師

青木　早苗 社会福祉法人十条龍谷会　特別養護老人ホーム　ビハーラ十条 介護福祉士

太田　えり子 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会　小規模多機能ホームだんない 介護支援専門員

篠田　美樹 社会福祉法人弥勒会　グループホームいでの里 介護支援専門員

藤井　さよ子 社会福祉法人八幡福祉協会　 介護支援専門員

井上　悟志 市立福知山市民病院 理学療法士

叶　梨絵 新河端病院 看護師

中江　まゆみ 新河端病院 看護師

田中　貴子 スマイル薬局丸太町高倉店 薬剤師

眞継　幸子 千春会病院 薬剤師

西村　智美 蘇生会総合病院 歯科衛生士

藤岡　佳子 第一岡本病院 管理栄養士

川田　伊佐子 つばさ薬局 薬剤師

森　美恵子 デイサービスセンターあおぞら 介護福祉士　

藤本　容子 独立行政法人　国立病院機構　京都医療センター 薬剤師
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平野　由香 富井内科医院 看護師

山井　麻也 なかお七本松歯科クリニック 歯科衛生士

西川　統雄 にしかわ歯科医院 歯科医師

佐伯　未希 日本バプテスト病院 臨床検査技師

高山　友美 ひがしはら内科眼科クリニック 看護師

山本　順子 ひがしはら内科眼科クリニック 准看護師

柴田　祐子 東山本町薬局 薬剤師

木戸　勝之 ヘイワ薬局 薬剤師

木戸　直子 ヘイワ薬局 薬剤師

上田　善美 舞鶴医療センター 薬剤師

岡山　容子 松田歯科医院 歯科衛生士

島田　弘子 溝渕歯科医院 歯科衛生士

溝渕　シズヱ 溝渕歯科医院 歯科医師

溝渕　裕子 溝渕歯科医院 歯科衛生士

安井　裕子 溝渕歯科医院 歯科衛生士

山本　茉衣 溝渕歯科医院 歯科衛生士

桐村　昌典 みなと薬局 薬剤師

山本　博充 山本歯科口腔外科医院 歯科医師

山本　まりこ 山本歯科口腔外科医院 歯科医師

川村　展世 洛和会　音羽病院 看護師

山根　宏子 洛和会　みささぎ病院 管理栄養士

関西　郁子 医療法人社団進耀会　せきにし歯科医院 歯科衛生士

関西　一博 医療法人社団進耀会　せきにし歯科医院 歯科医師

梶田　有香 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院 准看護師

齊藤　里美 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院 看護師

谷口　尚加 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院 管理栄養士

西田　知子 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院 看護師

久岡　隆晃 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院 理学療法士

南　奈緒 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院 看護師

三好　順子 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院 看護師

立石　尚子 ㈱エスファーマシー　竹の台調剤薬局 薬剤師

杉本　秀美 介護支援専門員

木下　利恵 介護福祉士

朝田　加奈 看護師

佐野　清子 看護師

柴田　有美 看護師

髙田　真知子 看護師

武内　さやか 看護師

中藏　麻起子 看護師

馬場　美由貴 看護師

穂迫　洋子 看護師
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山下　朋子 看護師

山田　千代 看護師

髙木　香織 管理栄養士

山本　早苗 管理栄養士

窓場　朱根 健康運動指導士

小西　綾 歯科医師

米沢　武 歯科医師

浅野　沢 歯科衛生士

宇野　文 歯科衛生士

久保田　順子 歯科衛生士

杉原　真理子 歯科衛生士

服部　璃沙 歯科衛生士

谷口　直子 薬剤師

平井　祥子 薬剤師

中井　宏俊 理学療法士

江口　京子

尾崎　明代

西岡　真希

藤田　英樹

医仁会武田総合病院 看護師

医療法人社団　中川医院 看護師

亀岡病院 看護師

京都九条病院 看護師

京都第一赤十字病院 管理栄養士

京都第一赤十字病院 管理栄養士

こうの歯科医院 歯科衛生士

土井内科医院 看護師

なかお七本松歯科クリニック 歯科医師

なかお七本松歯科クリニック 歯科衛生士

なかお七本松歯科クリニック 歯科衛生士

並河歯科医院 歯科衛生士

一般社団法人京都コムファ　みつばち薬局紫野店 薬剤師

徳地歯科医院


