
第 6 回(平成 26 年度) 

周産期専門医(母体・胎児)試験 

合格者一覧 
 

  
青木 昭和 赤石 理奈 秋元 義弘 浅井 一彦 阿部 史朗 

荒金 杏 飯塚 美徳 池田 朋子 池上 信夫 井澤 朋子 

伊田 勉 伊東 麻美 伊藤 雅之 伊藤 実香 上野 和典 

浮田 真吾 牛田 貴文 内田 季之 漆川 邦 江川 晴人 

大石 由利子 太田 菜美 大丸 貴子 小笠原 英理子 岡部 瞳 

岡山 潤 奥田 亜紀子 小口 秀紀 小幡 新太郎 小幡 美由紀 

柿栖 睦実 葛西 真由美 笠井 靖代 片岡 宙門 金井 雄二 

亀田 高志 加茂 亜希 河 元洋 河合 有希 菊田 香織 

岸上 靖幸 北代 祐三 紀平 力 金 彰午 楠本 裕紀 

熊澤 一真 倉林 工 光山 聡 兒玉 理 後藤 麻木 

小林 康祐 古俣 大 近藤 恵美 金野 潤 榊原 咲弥子 

坂口 勲 佐久本 薫 砂倉 麻央 佐々木 佳子 佐治 晴哉 

佐世 正勝 佐藤 茂 佐藤 孝洋 佐藤 浩 佐藤 惠 

真田 道夫 茂田 博行 清水 久美子 下村 卓也 首里 英治 

鈴木 貴士 鈴木 朋 鈴木 寛正 鈴木 真 炭谷 崇義 

精 きぐな 関口 敦子 高橋 暁子 高橋 顕雅 竹村 昌彦 

多田 和美 田中 和東 田中 智子 谷口 博子 玉置 優子 

塚原 紗耶 辻 俊一郎 土田 達 鶴賀 香弥 冨松 拓治 

中西 美紗緒 中村 晃和 中山 昌樹 西川 正能 西島 浩二 

西島 翔太 西田 欣広 西村 淳一 野口 里枝 野々下 晃子 

畠山 佑子 林 和俊 林 周作 阪西 通夫 平井 千裕 

藤原 ありさ 前川 絢子 松島 実穂 味村 和哉 向田 一憲 

村上 法子 室本 仁 持丸 綾 安田 俊 安日 一郎 

山田 直樹 山田 美恵 山中 郁仁 山本 亮 湯澤 映 

吉田 純 吉田 敦 吉田 隆之 吉冨 智幸 依岡 寛和 

渡辺 孝紀  
（以上 126 名） 

 
(敬称略 五十音順） 

 

  



第 8 回(平成 26 年度) 

周産期専門医(新生児)試験 

合格者一覧 
 

  
吾郷 耕彦 朝田 五郎 天方 秀輔 荒木 俊介 家田 訓子 

池田 奈帆 石井 宏樹 石川 香織 石川 淑 石田 史彦 

市之宮 健二 市山 正子 伊藤 智夫 井上 普介 魚住 梓 

内田 靖 大木 康史 小笠原 啓 岡橋 彩 奥野 貴士 

垣田 博樹 梶川 大悟 片山 義規 加藤 英子 加藤 文英 

兼次 洋介 兼重 昌夫 神谷 素子 川崎 秀徳 北瀬 悠磨 

木村 有希 楠田 剛 五石 圭司 香田 翼 神山 寿成 

小嶋 絹子 小杉 雄二郎 小谷 牧 小林 正久 近藤 應 

齊藤 明子 佐々木 禎仁 佐藤 弘之 島村 直紀 清水 純一 

庄司 圭介 白川 嘉継 杉浦 崇浩 杉本 卓也 杉山 謙二 

高尾 大士 高野 由紀子 田口 洋祐 竹下 覚 竹田 知洋 

玉井 圭 短田 浩一 土田 晋也 鶴田 志緒 中島 発史 

中島 秀幸 中田 裕生 中野 彰子 長野 伸彦 中村 有香里 

那須 敬 新関 昌枝 西原 正泰 西村 一記 野口 聡子 

野崎 昌俊 野村 志保 原田 明佳 曳野 俊治 久枝 義也 

平 清吾 平田 克弥 平田 倫生 廣田 篤史 古田 千左子 

坊岡 美奈 帽田 仁子 細井 健一郎 本多 正和 盆野 元紀 

前野 誓子 俣野 美雪 松下 憲司 松永 展明 松永 雅道 

松村 寿子 松本 日出男 美馬 文 宮路 尚子 宮原 史子 

宗像 俊 村上 洋一 村野 弥生 森 茂弘 安井 孝二郎 

山本 正仁 雪竹 義也 豊 奈々絵 吉田 忍 鷲尾 洋介 

渡辺 哲  
（以上 106 名） 

 
(敬称略 五十音順） 

  



第 1 回(平成 26 年度) 

周産期専門医(母体・胎児)更新試験 

合格者一覧 
 

  
阿部 恵美子 石井 桂介 石岡 伸一 泉 章夫 市塚 清健 

岩垣 重紀 岩田 睦 梅原 永能 大浦 訓章 大口 昭英 

太田 篤之 大槻 克文 岡本 三四郎 小川 昌宣 奥田 美加 

小澤 伸晃 小畠 真奈 小原 幹隆 尾本 暁子 加来 建志 

加地 剛 片桐 由起子 川端 伊久乃 切原 奈美 倉田 章子 

蔵本 昭孝   栗岡 裕子 河野 恵子 斉藤 圭介 酒井 啓治 

左合 治彦   佐道 俊幸 柴田 英治 杉村 基 杉山 隆 

関沢 明彦   芹沢 麻里子 高田 雅代 高橋 秀憲 高橋 宏典 

高橋 雄一郎  竹下 直樹 竹田 善治 田知本 里恵 田中 利隆 

谷垣 伸治   種元 智洋 塚原 優己 鶴岡 信栄 徳田 諭道 

戸田 繁    中島 義之 長瀬 寛美 中田 雅彦 長谷川 ゆり 

幡 亮人    早川 博生 林 聡  林 博  日高 庸博 

兵藤 博信   平吹 信弥 廣瀬 雅哉 藤澤 秀年 北條 哲史 

細谷 直子   前田 和寿 前田 隆嗣 前村 俊満 牧野 郁子 

牧野 康男   増山 寿 松浦 眞彦 松岡 隆 松下 充 

松原 直樹   松村 英祥 松本 美奈子 三谷 穣 皆本 敏子  

宮下 進    三好 潤也 村岡 光恵 森川 守 諸隈 誠一 

八木 重孝   湯元 康夫 吉田 昌史 和田 誠司 
（以上 89 名） 

 
(敬称略 五十音順） 

 
 

  



 

第 3 回(平成 26 年度) 

周産期専門医(新生児)更新試験 

合格者一覧 
 

  
池上 等 今村 孝 上田 雅章 上野 康尚 内田 俊彦 

柄川 剛 大植 慎也 大橋 祥子 小川 智美 柿沼 亮太 

加藤 有一 川上 義 栗原 伸芳 小坂 喜太郎 小山 典久 

近藤 敦 佐藤 洋明 佐藤 義朗 杉浦 時雄 春原 大介 

角 至一郎 高橋 秀弘 竹本 康二 田中 里佳 辻 章志 

寺本 知史 道和 百合 徳弘 由美子 長澤 真由美 中島 瑞恵 

長田 郁夫 中野 玲二 西久保 敏也 長谷川 恵子 馬場 淳 

坂 良逸 平松 知佐子 藤原 信 本間 英和 真喜屋 智子 

松井 潔 三浦 文宏 三浦 真澄 水本 洋 望月 成隆 

森 聡子 森沢 猛 安田 彩子 山本 和歌子 吉尾 博之 

吉田 朝秀 和田 佳子 
（以上 52 名） 

 
(敬称略 五十音順） 

 
 

 


