
氏名 勤務先 職種

辻井　秀樹 アピス薬局　岩滝店 薬剤師

髙橋　明子 綾部市立病院 看護師

玉利　純子 石川調剤薬局 薬剤師

黒田　伸子 石田歯科医院 歯科衛生士

七尾　達也 一般財団法人仁風会　京都南西病院 管理栄養士

原辺　翼 一般財団法人仁風会　京都南西病院 介護福祉士

髭田　祐季 一般財団法人仁風会　京都南西病院 管理栄養士

山内　悠太郎 一般財団法人仁風会　京都南西病院 理学療法士

小林　知佐 一般社団法人京都コムファ 薬剤師

岡本　常宏 医療法人　亀岡病院 看護師

賀来　良子 医療法人栄仁会　宇治おうばく病院 看護師

中坊　弓子 医療法人社団石鎚会　田辺中央病院 看護師

南田　祐子 医療法人社団石鎚会　田辺記念病院 薬剤師

井上　聡子 いわもり歯科 歯科衛生士

中井　利枝子 いわもり歯科 歯科衛生士

嘉本　真由美 男山病院 作業療法士

松野　敏 株式会社マツノ薬局 薬剤師

楠亀　淳子 かも川薬局 薬剤師

河村　裕行 河村歯科医院 歯科医師

岩下　津喜子 京丹後市 看護師

髙尾　翔太 京都コムファ　花ぐるま薬局 薬剤師

高橋　勉 京都市小川特別養護老人ホーム 介護福祉士

山口　洋樹 京都社会事業財団　西陣病院 理学療法士

棚橋　恵美子 京都生協左京ホームヘルプサービス 介護支援専門員

根津　悦子 京都生協左京ホームヘルプサービス 介護支援専門員

豊﨑　柚香 京都第一赤十字病院 看護師

北井　陽子 京都大学医学部附属病院 臨床検査技師

田中　絵美 京都大学医学部附属病院 歯科衛生士

谷　美幸 京都府立医科大学附属病院 管理栄養士

佐々木　房代 京都府立医科大学附属北部医療センター 管理栄養士

迫　千登勢 京都保健会　九条診療所 看護師

久世　順子 京都民医連大宅診療所 看護師

有村　美香 京都民医連中央病院 薬剤師

渡邊　恵 京都民医連中央病院 薬剤師

市田　勝彦 ケアプランセンター愛 介護支援専門員

梅田　真由美 公益財団法人　丹後中央病院 看護師

若森　佐千子 公益財団法人ソーシャルサービス協会 介護支援専門員

2016年度京都府糖尿病療養指導士　認定者
※認定者198名のうち、本人の了承をもとに掲載しています



日室　多美子 幸生会　室町病院 介護支援専門員

茨木　あゆみ 河野歯科医院 歯科衛生士

斎藤　佳代 ココネ薬局 薬剤師

小佐々　望太 小佐々歯科診療所 歯科医師

谷　文子 さくらクリニック 管理栄養士

戸川　伊津子 サテライト特養ユニティ長谷 介護福祉士

松岡　眞美 サンシティ木津 介護福祉士

中井　幸代 島原病院 看護師

安達　富美子 社会福祉法人あしぎぬ福祉会　養護老人ホーム満寿園 管理栄養士

上田　充子 社会福祉法人京都老人福祉協会　醍醐の家ほっこり 介護支援専門員

稲生　弘美 食と健康 社会福祉士

秋田　智子 市立福知山市民病院 大江分院 管理栄養士

下山　尚子 精華町国民健康保険病院 薬剤師

田中　悦子 精華町国民健康保険病院 看護師

瀬古　千佳子 瀬古内科クリニック 管理栄養士

岡田　亜理寿 高木内科医院 看護師

竹脇　眞 竹脇歯科医院 歯科医師

村上　哲雄 丹後ふるさと病院 臨床検査技師

案浦　光子 ツバサ薬局京都店 薬剤師

荒木　久美子 桃仁会病院 管理栄養士

恩地　恵美子 西澤内科医院 介護福祉士

長谷川　昌史 長谷川歯科医院 歯科医師

加来　智子 ビックリー株式会社 薬剤師

岡田　裕美 福知山市民病院 看護師

若林　大 伏見桃山総合病院 薬剤師

藤原　奈津子 ふじわら歯科クリニック 歯科医師

藤元　美潮 古市歯科医院 歯科衛生士

古市　知之 古市歯科医院 歯科医師

山本　美鶴 古市歯科医院 歯科衛生士

金子　由利 訪問介護ゆりかご 介護支援専門員

大槻　直美 舞鶴赤十字病院 看護師

山﨑　博美 舞鶴赤十字病院 看護師

大森　ひとみ みねやま福祉会総合老人福祉施設　はごろも苑 栄養士

井上　泰子 宮津武田病院 看護師

久保　梓 明治国際医療大学附属病院 臨床検査技師

松本　香織 元村歯科医院 歯科衛生士

吉田　泰一 吉田薬局大宮店 薬剤師

夫津木　健一 洛西ニュータウン病院 言語聴覚士

市川　直子 医療法人岸本病院 管理栄養士

小池　洋子 ㈱アミタ 介護支援専門員



木村　俊之 介護支援専門員

阪倉　美代子 介護支援専門員

嶋田　裕美 介護支援専門員

鷲見　慶子 介護福祉士

村上　裕枝 介護福祉士

横山　陽子 介護福祉士

白須　仁美 看護師

近持　千恵子 看護師

中山　統子 看護師

秋重　由佳 管理栄養士

梶谷　理恵 管理栄養士

徳山　沙紀子 管理栄養士

森岡　静代 管理栄養士

渡邉　歌奈 管理栄養士

岸本　知弘 歯科医師

鈴木　佐知子 歯科医師

小倉　陽子 歯科衛生士

進藤　尚子 歯科衛生士

山川　香織 歯科衛生士

嶋田　恵美 准看護師

乾　由貴子 薬剤師

岡本　良造 薬剤師

神谷　智子 薬剤師

河合　雅美 薬剤師

小松　玲子 薬剤師

佐野　裕美 薬剤師

玉井　萌 薬剤師

中谷　さゆり 薬剤師

中西　昭人 薬剤師

濵宮　雅子 薬剤師

山岡　竜一 薬剤師

山本　あずさ 薬剤師

山本　由美 社会福祉法人京都ライトハウス

井原　知香

江口　夕紀子

谷村　朋子

長濵　英子

前田　梨江

松川　有美子

宮谷　文子



京都コムファ　花ぐるま薬局 薬剤師

ココネ薬局 薬剤師

医療法人美杉会　男山病院 看護師

すみぞめゆう薬局 薬剤師

康生会　武田病院 看護師

康生会武田病院 看護師

乙訓医療生活協同組合　医誠会診療所 看護師

公立南丹病院 管理栄養士

西川歯科医院 歯科衛生士
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