
 
第 7 回(平成 27 年度) 

周産期専門医(母体・胎児)試験 
合格者一覧 

 
  
芦田 敬 新垣 達也 荒牧 聡 有馬 香織 五十嵐 裕一 
石黒 共人 伊藤 由美子 入山 高行 岩間 憲之 上里 忠好 
上田 寛人 浮田 恵 牛嶋 順子 海野 信也 榎本 紀美子 
大井 仁美 大里 文乃 太田 志代 太田 創 大鷹 美子 
大原 玲奈 岡崎 敦子 岡田 十三 岡田 朋美 荻島 大貴 
奥田 靖彦 奥野 健太郎 小倉 剛 笠井 真祐子 笠松 敦 
春日 義史 片山 浩子 加藤 克彦 加藤 大樹 川口 晴菜 
川崎 薫 川原村 加奈子 河村 美玲 河原井 麗正 上田 英梨子 
菅野 秀俊 神部 友香理 菊田 恭子 菊地 恵理子 城戸 咲 
熊谷 恭子 熊澤 惠一 倉田 和巳 黒田 くみ子 小出 馨子 
上妻 友隆   小島 崇史 後藤 志信   小林 良成 五味 陽亮 
小山 尚子   坂手 慎太郎 佐々木 禎仁 佐藤 奈菜香 品川 貴章 
篠崎 悠    島岡 昌生 島貫 洋太   島袋 剛二 自見 倫敦 
城 道久    末永 香緒里 菅 幸恵    鈴木 季美枝 鈴木 理絵 
関口 将軌   高島 明子 高橋 健 高橋 仁 高橋 慶行 
高山 恵理奈  田口 貴子 竹内 沢子   竹島 絹子 太崎 友紀子 
田中 幹二   田中 啓    田中 沙織   田中 里美   田中 智人 
谷口 肇    知念 行子   津戸 寿幸   土井 貴之   東郷 敦子 
徳永 直樹   冨田 純子   永井 優子   中川 潤子   中野 知子 
長橋 ことみ  中本 收    中山 朋子   名古 崇史   奈良井 曜子 
西方 紀子   西本 光男   能仲 智加   長谷川 瑛   服部 友香 
馬場 眞澄   東島 愛    彦坂 慈子   菱川 賢志   平光 志麻 
平田 真由美 平吹 知雄 廣瀬 典子 星合 哲郎 堀 芳秋 
牧 洋平    松本 智恵子 丸山 哲夫   見上 由紀子 三島 隆 
水野 吉章   三塚 加奈子  三原 卓志   宮崎 美和   宮本 翼 
向 麻利    村越 誉    森 美妃    森川 重彦   八木 洋也 
矢野 紘子   山崎 友維   山下 亜貴子  山下 有加   山中 雅 
山枡 誠一   山本 恵理子  山本 浩之   横内 妙    吉田 彩 
吉元 千陽 米澤 美令 和田 美智子  渡辺 員支 渡部 百合子 
渡利 道子   和地 祐一 
 

（以上 147 名） 
 

(敬称略 五十音順） 
 

 



 
第 9 回(平成 27 年度) 

周産期専門医(新生児)試験 
合格者一覧 

 
 

青木 良則 秋元 琢真 浅沼 賀洋 甘利 昭一郎 荒井 博子 
五十嵐 愛子 五十嵐 リサ 池田 由香 石黒 利佳 石原 千詠 
井石 倫弘 伊藤 誠人 今井 憲 岩井 和之 岩瀬 瑞恵   
岩永 学    恵美須 礼子  海老原 知博  太田 雅明 岡崎 容子 
緒方 大輔   小形 勉    岡田 尚子 小野 未希 筧 紘子 
笠神 崇平 加藤 英二 加藤 晋 金井 祐二 釜本 智之 
川崎 裕香子  閑野 将行   喜多 麻衣子 狐崎 雅子 草野 亮祐  
郷 勇人    河野 芳功   越田 繁樹 小林 正樹  近藤 雅楽子 
齋藤 純一   坂井 仁美   酒見 好弘   佐々木 直哉  佐藤 真紀  
白井 憲司 城山 照貴 菅原 勝美 杉田 依里 鈴木 俊彦 
鈴木 由芽 関井 克行 添野 愛基 外舘 玄一朗 醍醐 政樹 
大門 祐介 竹内 秀輔   立石 浩 田中 登 棚橋 義浩 
津野 嘉伸 寺澤 大祐   徳増 智子 富田 美佳 内藤 喜樹 
長坂 美和子 長崎 理香 中村 久理子 中村 秀勝 長屋 嘉顕 
中山 淳 二井 光麿 西村 仁 西村 力 根本 篤 
服部 哲夫 馬場 徹 比嘉 明日美 兵藤 玲奈 深町 律子 
福島 直喜 星名  潤 本田 茂 前田 創 増山 郁 
松井 紗智子 松島 智恵子 松本 隼人 三浦 紀子 三浦 良介 
溝上 雅恵 三渕 浩 三代澤 幸秀 武藤 大輔 文 一恵 
元重 京子 森岡 圭太 森田 啓督 矢竹 暖子 柳 貴英 
山口 由美 山田 洋輔 山村 玲理 山本 ひかる 横関 祐一郎 
横田 千恵 吉馴 亮子 吉本 順子 米本 大貴 
 

（以上 109 名） 
 

(敬称略 五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 2 回(平成 27 年度) 

周産期専門医(母体・胎児)更新試験 

合格者一覧 
 

  
青木 千津 青木 宏明 浅井 哲 石川 浩史 市原 憲雄 
伊東 宏晃 伊藤 充彰 岩永 直子 占部 智 岡田 真由美 
小川 正樹 小川 幸 長田 久夫 落合 大吾 柿沼 敏行 
加藤 紀子 金西 賢治 亀井 良政 紀平 加奈 熊澤 由紀代 
桑田 知之 輿石 太郎 小松 玲奈 近藤 朱音 坂下 知久 
佐々木 愛子 笹原 淳 真田 広行 司馬 正浩 生水 真紀夫 
庄田 亜紀子 炭竈 誠二 高木 耕一郎 滝澤 基 竹田 省 
立石 洋子 田中 宏和 千秋 里香 堤 誠司 中井 章人 
長尾 充 中後 聡 中務 日出輝 永野 玲子 中村 佳子 
成瀬 勝彦 西郡 秀和 西澤 春紀 西林 学 西村 修 
生野 寿史 橋口 和生 橋口 幹夫 花岡 有為子 林 瑞成 
林 昌子 福井 温 藤井 知行 藤森 敬也 牧野 真太郎 
松岡 正造 松田 秀雄 松本 直 眞野 由紀雄 三浦 清徳 
三浦 裕美子 三木 明徳 南 佐和子 村越 毅 村越 友紀 
安田 雅子 柳原 敏宏 山城 千珠 山田 崇弘 山室 理 
吉里 俊幸 吉永 洋輔 渡辺 尚 

 
（以上 78 名） 

 
(敬称略 五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
第 4 回(平成 27 年度) 

周産期専門医(新生児)更新試験 
合格者一覧 

 
 

飯嶋 重雄 石黒 秋生 伊藤 尚志 伊藤 直樹 伊藤 裕司 
井上 真改 岩本 梨恵 扇谷 綾子 太田 栄治 大西 聡 
大森 意索 岡田 真衣子 岡本 年男 國方 徹也 倉辻 言 
小泉 敬一 塩野 展子 島 義雄 神農 英雄 杉山 隆輔 
園田 結子 高橋 伸方 田村 明子 堤 信  堂本 友恒 
徳田 幸子 戸津 五月 中川 竜二 中澤 祐介 中嶋 敏紀 
中西 秀彦 中村 健治 難波 由喜子 野呂 歩 早川 昌弘 
藤永 英志 松村 好克 丸山 秀彦 宮田 昌史 三輪 雅之 
村瀬 真紀 村松 幹司 矢ヶ崎 英晃 矢田 ゆかり 吉川 香代 
四本 由郁 

 
（以上 46 名） 

 
(敬称略 五十音順） 

 

 


