
氏名 勤務先 職種

松木　さなえ 一般財団法人仁風会　嵯峨野病院 管理栄養士

吉村　文宏 一般財団法人仁風会　嵯峨野病院 作業療法士

志賀　由美 一般財団法人仁風会　嵯峨野病院 歯科衛生士

小金丸　浩二 一般財団法人療道協会　西山病院 看護師

河合　明美 稲荷山武田病院 看護師

藤原　美紀 医療法人医仁会　武田総合病院 看護師

濱田　友里 医療法人医仁会　武田総合病院 健康運動指導士

絹村　恭美 医療法人栄仁会　宇治おうばく病院 介護福祉士

山形　喜美恵 医療法人玄紀会　西医院 准看護師

西田　珠美 医療法人社団石鎚会　田辺記念病院 看護師

浅井　奎子 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院 臨床検査技師

村尾　祐輔 医療法人社団医聖会　八幡中央病院 理学療法士

寺下　あゆみ 医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院 看護師

張　端良 医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院 歯科医師

金光　俊 医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院 薬剤師

伊藤　公一 医療法人徳洲会 介護老人保健施設宇治徳洲苑　 作業療法士

池田　かをり 医療法人福知会　もみじヶ丘病院 介護福祉士

永尾　友美 宇治武田病院 看護師

小松　美子 宇治武田病院 歯科衛生士

藤林　由利安 大阪歯科大学附属病院 歯科衛生士

文榮　龍馬 株式会社スギ薬局　山ノ内店 薬剤師

神林　彩香 株式会社ユー・ピー・ディー 薬剤師

長谷川　和子 河端病院 看護師

湯川　直紀 きさらぎ薬局 薬剤師

城下　直子 京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ 介護支援専門員

金森　政典 京丹後市立弥栄病院 薬剤師

谷口　愛 京丹後市立弥栄病院 臨床検査技師

首藤　ゆかり 京都九条病院 看護師

丸山　志穂子 京都大学医学部附属病院 薬剤師

坂野　友香 京都第二赤十字病院 管理栄養士

原　聖幸 京都博愛会病院 介護福祉士

布施　美幸 京都福祉サービス協会 介護支援専門員

梅本　万視 京都府立医科大学附属病院 管理栄養士

高田　智津子 京都府立医科大学附属病院 管理栄養士

小川　真由 京都府立医科大学附属病院 臨床心理士

岡田　敏彦 京都民医連太子道診療所 臨床検査技師

坂口　泰伸 京都民医連中央病院 臨床検査技師

2015年度京都府糖尿病療養指導士　認定者
※認定者187名のうち、本人の了承をもとに掲載しています
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藤﨑　智 京都民医連中央病院 臨床検査技師

大橋　美耶 京都八幡病院 管理栄養士

吉岡　眞由美 公益財団法人　丹後中央病院 看護師

若竹　道広 公益財団法人　丹後中央病院 看護師

田中　奈美恵 公益財団法人　丹後中央病院 管理栄養士

能㔟　祥子 公益財団法人　丹後中央病院 准看護師

三浦　博人 国保京丹波町病院　和知歯科診療所 歯科医師

舟木　健 国保京丹波町病院　和知歯科診療所 歯科医師

佐藤　加津美 ここから薬局 薬剤師

松田　恵 さくら薬局　京都久御山店 薬剤師

西村　真 さくら薬局　京都伏見店 薬剤師

佐藤　美砂 さとう歯科クリニック 歯科医師

澤田　卓男 澤田歯科医院 歯科医師

志賀　収 志賀歯科医院 歯科医師

志賀　岳 志賀歯科医院 歯科医師

宮﨑　りえ 特別養護老人ホーム　天神の杜 看護師

衣川　とも子 市立福知山市民病院　大江分院 臨床検査技師

片岡　春華 新河端病院 看護師

山口　陽 すず薬局 薬剤師

宮地　磨砂美 清仁会洛西シミズ病院 薬剤師

藤田　雅子 第二岡本総合病院 理学療法士

坂下　みゆき 地域医療（自営業） 管理栄養士

森　佳寿 調剤薬局オカモト 薬剤師

川上　清美 土井内科 看護師

池田　啓美 中村歯科医院 歯科衛生士

浜　邦孝 浜歯科医院 歯科医師

小林　愛 三菱京都病院 歯科衛生士

文榮　梨加 みやこ薬局　紫竹店　 薬剤師

宮本　容正 宮本歯科医院 歯科医師

大西　慶彦 洛和会　音羽病院 作業療法士

今井　裕一郎 洛和会　音羽病院 歯科医師

杉　典子 洛和会　音羽病院 歯科医師

山部　こころ 洛和会　音羽病院 歯科医師

清水　美栄子 医療法人社団吉廣会　またクリニック 看護師

藤田　彩香 医療法人社団吉廣会　またクリニック 看護師

荊木　文子 医療法人社団吉廣会　またクリニック 管理栄養士

奥村　智子 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院 薬剤師

檜木　菊代 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院

佐川　喜久子 介護支援専門員
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横山　紀代子 介護支援専門員

川﨑　桂子 介護福祉士

鎌田　令子 看護師

河野　麻衣子 看護師

小池　英恵 看護師

田中　佐智代　 看護師

中嶋　紗弥 看護師

西本　真弓 看護師

芳賀　理恵 看護師

廣山　恵美 看護師

渡辺　奈美 看護師

相山　華菜 管理栄養士

梅原　依里子 管理栄養士

大槻　沙那美 管理栄養士

河上　澄子 管理栄養士

村宮　幸代 管理栄養士

山路　春江 管理栄養士

岡本　佐織 作業療法士

難波　敏治 作業療法士

山田　直樹 歯科医師

伊藤　真友美 歯科衛生士

今川　麻美子 歯科衛生士

奥村　陽子 歯科衛生士

北村　寿子 歯科衛生士

小林　幾美 歯科衛生士

藤原　尚子 歯科衛生士

森下　智子 歯科衛生士

髙岸　真由 准看護師

小豆澤　智子 薬剤師

石井　智 薬剤師

岩渕　淳子 薬剤師

高岡　悦子 薬剤師

滝口　直美 薬剤師

富田　章夫 薬剤師

長谷川　美恵子 薬剤師

町田　真紀 薬剤師

的場　俊哉 薬剤師

山内　惇矢 薬剤師

万木　滋人 薬剤師
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高位　篤史 理学療法士

臣　雅史 臨床検査技師

医療法人社団石鎚会　田辺中央病院 臨床検査技師

医療法人同仁会　京都九条病院 看護師

大石内科クリニック 看護師

カナート薬局 薬剤師

康生会　武田病院 看護師

社会福祉法人洛東園 介護福祉士

洛和会　音羽病院 歯科衛生士

洛和会　音羽病院 歯科衛生士

洛和会　音羽病院 歯科衛生士

医療法人社団吉廣会　またクリニック 臨床検査技師

栄養士

介護支援専門員

介護福祉士

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師

看護師
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管理栄養士

管理栄養士

管理栄養士

歯科衛生士

歯科衛生士

歯科衛生士

歯科衛生士

歯科衛生士

歯科衛生士

歯科衛生士
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