
第 6 回(平成 24 年度）周産期(新生児）専門医試験 

合格者一覧 
 

 試験会場   ： 東京大学医学部 
 試験実施日  ： 2012 年 10 月 13、14 日 
         専門医認定期間： 自 2012 年 12 月 1 日 
                    至 2017 年 11 月 30 日 
 
 
 
有光 威志 伊藤 孝一  伊奈 志帆美  内山 環    江頭 智子 
 
大城 誠 大関 一裕 荻野 寛子 賀来 卯生子  金井 雅代 
 
川畑 建 菅野 啓一 菊地 尚子 木下 大介   金城 唯宗 
 
熊坂 栄 小泉 亜矢 高下 敦子   後藤 盾信   斎藤 朋子 
 
斉藤 三佳 坂本 晴子 佐々木 寛   佐藤 陽子 髙橋 章仁 
 
田口 律代 田仲 健一   戸川 貴夫 中尾 厚 中野 有也 
 
中村 公紀 新飯田 裕一  西巻 滋  西村 裕  長谷川 龍志 
 
花井 彩江 坂野 公彦   藤岡 一路 藤澤 大輔 二谷 武 
 
二村 真秀 星 順     前田 知己 牧本 優美 孫田 みゆき 
 
増本 健一 松下 博亮   水谷 佳世 道方 香織 箕面崎 至宏 
 
箕輪 秀樹 三輪 明弘   盛一 享徳 山岡 繁夫 横井 暁子 
 
和田 和子 和田 友香   和田 芳郎 

（以上 58 名） 
 

(敬称略 五十音順） 
 



第 4 回(平成 24 年度）周産期(母体・胎児）専門医試験 

合格者一覧 
 

 試験会場   ： 東京大学医学部 
 試験実施日  ： 2012 年 10 月 13、14 日 
         専門医認定期間： 自 2012 年 12 月 1 日 
                    至 2017 年 11 月 30 日 
 
 

 

青木 洋一 赤堀 洋一郎 石本 人士 板倉 敦夫 井上 誠司 
 
今井 健史 岩田 みさ子 大島 教子 大畑 尚子 小野 哲男 
 
利部 徳子 香川 幸子 勝手 恵理子 亀谷 英輝 川名 有紀子 
 
菊地 範彦 金 善惠 倉橋 克典 小林 織恵 近藤 英治 
 
篠倉 千早 佐藤 幸保   塩﨑 有宏 神農 隆 鈴木 尚子 
 
鈴木 佳克 芹川 武大 平久 進也 張 良実 永井 立平 
 
仲村 将光 中村 学 成瀬 寛夫 野尻 剛志 服部 純尚 
 
花岡 正智 深見 達弥 福嶋 恒太郎 古谷 健一 星野 達二 
 
前川 有香 舛本 明生 三浦 広志 水野 泉 水之江 知哉 
 
峯川 亮子 宮越 敬 三好 剛一 三好 博史 向井 百合香 
 
室月 淳 矢久保 和美 安尾 忠浩 山本 樹生 米田 哲 
 

（以上 55 名） 
 

(敬称略 五十音順） 
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