
氏名 勤務先 職種

川野　義光 あけぼの薬局伏見店 薬剤師

伊熊　宜子 いくま歯科医院 歯科衛生士

石田　智子 医仁会武田総合病院 看護師

吉田　朱美 医道会　稲荷山武田病院 看護師

原田　光康 医療法人　原田歯科 歯科医師

柴田　あゆみ 医療法人顕樹会　本田歯科クリニック 歯科衛生士

竹内　美江 医療法人医仁会武田総合病院 管理栄養士

井伊　佑輔 医療法人健幸会　むかいじま病院 理学療法士

河合　重典 医療法人健幸会　むかいじま病院 作業療法士

川久保　智美 医療法人健伸会　かぎもとクリニック 管理栄養士

石川　孝幸 医療法人高生会　ふじのもり訪問看護ステーション 理学療法士

石川　美愛梨 医療法人社団　祐森歯科医院 歯科衛生士

松本　泳子 医療法人社団蘇生会　蘇生会総合病院 健康運動指導士

田尻　ユカリ オーツカ調剤薬局 薬剤師

植田　由紀 御前ゆう薬局 薬剤師

小松　顕 介護老人保健施設　ﾌｪｱｳｲﾝﾄﾞきの 作業療法士

假家　素子 かりやもとこ心理臨床オフィス 臨床心理士

東　隆史 京都医健専門学校 理学療法士

橋本　あゆみ 京都鞍馬口医療センター 作業療法士

加藤　明子 京都第一赤十字病院 看護師

時光　泰子 京都第一赤十字病院 看護師

野呂　絵美子 京都第一赤十字病院 理学療法士

前田　眞理子 京都第一赤十字病院 看護師

山下　真梨 京都第一赤十字病院 看護師

岩田　邦子 京都大学医学部附属病院 臨床検査技師

梅田　陽子 京都大学医学部附属病院 健康運動指導士

茅野　綾子 京都府立医科大学 臨床心理士

牧野　洸太朗 京都府立医科大学附属病院 薬剤師

大倉　朱美子　 京都南病院 臨床心理士

奥田　香織 京都南病院 看護師

蛭沼　香織 京都民医連第二中央病院 看護師

長谷川　優 京都民医連中央病院 理学療法士

青山　寿美子 京都山城総合医療センター 薬剤師

杉本　聖子 京都山城総合医療センター 看護師

田中　幸代 京都山城総合医療センター 臨床検査技師

田村　昌嗣 京都八幡病院 薬剤師

長濱　成彦 京都八幡病院 看護師

2017年度京都府糖尿病療養指導士　認定者
※認定者197名のうち、本人の了承をもとに掲載しています



北井　美紀 倉谷たかい歯科医院 歯科衛生士

髙井　昌子 倉谷たかい歯科医院 歯科衛生士

眞部　実穂 啓信会京都きづ川病院 薬剤師

和田　まさみ 恵心会京都武田病院 看護師

枡田　昌未 康生会武田病院 臨床検査技師

片山　昭子 国保京丹波町病院　和知歯科診療所 歯科衛生士

塩田　由実 国保京丹波町病院　和知歯科診療所 歯科衛生士

條谷　恵理 済生会京都府病院 看護師

岸本　雅子 在宅支援薬局おとくに 薬剤師

小川　恵美子 自衛隊舞鶴病院 看護師

尾呂　美緒里 社会医療法人　太秦病院 管理栄養士

木村　桂子 社会福祉法人　洛西福祉会 介護支援専門員

坂野　裕也 社会福祉法人清和園 理学療法士

薮内　仁司 社会福祉法人山彦会　山彦居宅介護支援センター 介護支援専門員

岩﨑　真理 市立福知山市民病院　大江分院 看護師

岡田　雄介 スマイル薬局丸太町高倉店 薬剤師

加藤　亜由美 精華町国民健康保険病院 看護師

髙城　悦子 精華町国民健康保険病院 薬剤師

西口　たづる 精華町国民健康保険病院 看護師

古川　淳子 精華町国民健康保険病院 看護師

渡邉　由美子 精華町国民健康保険病院 看護師

中村　早紀 蘇生会総合病院 看護師

髙木　興敏 髙木循環器科診療所 薬剤師

髙田　誠路 髙田歯科医院 歯科医師

田中　豊彦 田中歯科診療所 歯科医師

山田　麻衣 特別養護老人ホーム城南ホーム 管理栄養士

小野里　厚子 西川歯科医院 歯科衛生士

畑　美恵子 畑内科医院 看護師

奥村　貴子 花園調剤薬局 薬剤師

馬場　俊郎 馬場歯科医院 歯科医師

及部　泰代 びう京都介護サービス 介護支援専門員

肥後　あづみ 肥後歯科口腔外科クリニック 歯科衛生士

柳　なおみ 肥後歯科口腔外科クリニック 歯科衛生士

西上　敬子 ひまわり薬局　亀岡店 薬剤師

藤岡　庸子 ひまわり薬局　亀岡店 薬剤師

森田　伊佐子 ひまわり薬局　亀岡店 薬剤師

吉野　文子 ふれあいかたおか薬局 薬剤師

斯波　徳高 本田歯科クリニック 歯科医師

村上　祐摩 舞鶴赤十字病院 看護師

鍛治村　由美子 村上歯科医院 歯科衛生士



宮本　和代 村上歯科医院 歯科衛生士

山口　由美 明治国際医療大学附属病院 臨床検査技師

井上　良文 八木ゆう薬局 薬剤師

保田　宗則 保田歯科医院 歯科医師

澤田　麻澄 吉川ゆう薬局 薬剤師

谷口　紀久恵 国保京丹波町病院　和知診療所 准看護師

今井　直子 栄養士

村上　雅代 介護支援専門員

吉見　良太 介護支援専門員

上田　真紀 介護福祉士

神月　和枝 介護福祉士

森田　竜子 介護福祉士

湯浅　弘子 介護福祉士

桑原　友美 看護師

小西　広枝 看護師

佐々木　信子 看護師

髙橋　詩野美 看護師

中　まつ代 看護師

水瀬　美砂 看護師

山下　晶子 看護師

吉川　典子 看護師

種田　志穂 管理栄養士

加藤　智美 管理栄養士

篠田　万喜 管理栄養士

福島　由理 管理栄養士

胡内　裕子 歯科衛生士

法元　真梨奈 歯科衛生士

松本　広美 歯科衛生士

小柳　茜 薬剤師

佐藤　朋 薬剤師

武田　紗代子 薬剤師

長　美保 薬剤師

前畑　沙由美 薬剤師

山本　尚史 薬剤師

岡　晃代 臨床検査技師

甲斐　光子 医療法人弘正会　西京都病院

阿部　みやび

棚橋　美樹

藤村　伸吾

藪内　信代



京丹後市立弥栄病院 看護師

京都大学医学部附属病院 管理栄養士

京都民医連中央病院 作業療法士

医療法人顕樹会　本田歯科クリニック 歯科医師

堀川歯科クリニック 歯科衛生士

医療法人健康会　京都南病院 准看護師

京都大学医学部附属病院 薬剤師

医療法人亀岡病院 理学療法士

医療法人亀岡病院 理学療法士

西陣病院 臨床工学技士
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