
 

第 7 回(平成 25 年度) 

周産期専門医(新生児)試験 

合格者一覧 
 

  
 
 
粟生 耕太 赤石 睦美 赤羽 和博 伊坂 雅行 井上 文孝 
 
猪俣 慶 岩谷 壮太 岩見 裕子 榎本 真宏 大川 夏紀 
 
大村 葉 置塩 英美 奥 起久子 加賀 麻衣子 加藤 丈典 
 
神田 岳 草川 功 久保井 徹 久保田 真通 栗嶋 クララ 
 
河野 美幸 小谷野 耕佑 才田 謙 斉藤 敬子 櫻井 裕子 
 
柴田 直昭 菅波 佑介 須藤 陽介 瀬戸上 貴資 髙寺 明弘 
 
高村 恭子 滝 敦子 多胡 久美子 徳力 周子 豊島 勝昭 
 
長沖 優子 中島 純一 西崎 直人 野原 史勝 林 藍 
 
東山 弘幸 日高 大介 平川 健一郎 福家 智子 藤山 聡 
 
布山 裕一 古川 律子 邉見 伸英 前出 喜信 三谷 裕介 
 
皆川 京子 峰 研治 宮沢 篤生 森 真理 山田 崇春 
 
山本 一恵 山本 和之 横田 知之 吉田 丈俊 和田 雅樹 

 
（以上 60 名） 

 
(敬称略 五十音順） 

 



 

第 5 回(平成 25 年度) 

周産期専門医(母体・胎児)試験 

合格者一覧 
 

  

 

赤股 宜子 安部 加奈子 石川 源 石田 理 稲垣 徹訓 
 

内倉 友香 遠藤 俊明 大久保 智治 大路 斐子 大橋 容子 
 
小川 浩平 尾崎 江都子 小澤 克典 加来 博志 門平 育子 
 
上出 泰山 川上 浩介 河口 哲 川嶋 章弘 川野 由紀枝 
 
川道 弥生 河村 隆一 木原 真紀 久野 宗一郎 桑原 慶充 
 
高地 圭子 坂井 昌人 笹 秀典 定方 久延 佐藤 朗 
 
柴田 良枝 末田 雅美 菅 直子 杉林 里佳 鈴森 伸宏 
 
住江 正大 洲脇 尚子 髙岡 亜妃 高橋 弘幸 田嶋 敦 
 
只川 真理 田原 三枝 田村 友宏 月岡 美穂 月原 悟 
 
土谷 美和 経遠 孝子 坪内 弘明 中島 正雄 中田 恵美里 
 
永松 健 西川 尚実 西田 竜太郎 野村 泰久 蓮尾 泰之 
 
濱田 尚子 林 忠佑 樋口 隆幸 深田 幸仁 福原 健 
 
藤岡 泉 船倉 翠 牧原 夏子 松江 陽一 松原 裕子 
 
宮村 浩徳 三輪 一知郎 村田 将春 森田 宏紀 森本 沙知 
 
山下 薫 山下 洋 山田 学 山本 祐華   米田 徳子 
 
頼 英美 渡邉 征雄 

（以上 77 名） 
 

(敬称略 五十音順） 
 



 第 2 回(平成 25 年度) 

 周産期専門医(新生児)資格更新試験 

合格者一覧 
 
           
 
 
 

相澤 まどか  浅野 仁    新居 育世   飯田 浩一   五十嵐 健康  

市場 博幸   茨 聡     岩崎 志穂   内田 優美子  大城 達男 

河井 昌彦   河田 興    木下 史子   木下 竜太郎  久呉 真章 

黒柳 裕一   古賀 寛史   近藤 昌敏   齋藤 誠    榊原 清一 

佐藤 和夫   佐藤 尚    島袋 林秀   代田 道彦   鈴木 康浩 

瀧川 逸朗   竹内 一夫   田中 裕子   千葉 洋夫   長 和俊 

戸石 悟司   内藤 敦    長谷川 久弥  樋口 隆造   飛彈 麻里子 

廣間 武彦   福田 純男   藤巻 英彦   船田 裕昭   北東 功 

前山 克博   松井 浩之   松崎 陽平   松本 直子   水野 克己 

南 宏尚    宮下 進    宮林 寛    森 裕美    山崎 崇志 

山崎 肇    山本 初実   山本 裕    横山 晃子   横山 直樹 

吉田 和司   依田 達也   与田 仁志 

（以上 58 名） 

 
(敬称略 五十音順） 
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