
　　2020年度日本産科婦人科学会専門医認定審査合格者

2020年11月

相澤　利奈 愛知　正裕 相本　法慧 青木　孝之 青柳　陽子

青栁　遼 赤澤　美保 赤羽　慧一郎 秋江　惟能 秋定　幸

浅野　朱美 麻生　咲季 安積　麻帆 安部　美由紀 雨田　恵

新居　絵理ノエル 新井　良子 新垣　亮輔 新崎　雅乃 安藤　万恵

安藤　有里子 飯尾　春乃 家村　洋子 池田　愛紗美 池田　哲哉

池永　晃大 池袋　真 伊﨑　奈々枝 石井　理津子 石田　久美子

石橋　由梨乃
イズデプスキ
アレクサンデル龍也 泉　りりこ 磯上　弘貴 磯野　路善

伊東　孝晃 伊藤　千紗 井野　創 井上　裕太 今泉　花梨

今枝　慶蓉 伊吉　祥平 岩田　成志 岩田　葉月 岩橋　晶子

上田　真子 植田　陽子 上原　みゆき 臼井　健人 宇田　元

内田　志穂 内山　夏紀 梅宮　槙樹 梅本　美菜 衛藤　聡

海老名　杏奈 尾石　友子 王　桂文 翁　恵実 大井　友香子

大岩　加穂子 大久保　春菜 大熊　勇気 大沢　草宣 太田　真見子

大寺　紳一郎 大西　主真 大西　香蓮 大西　純貴 大野　あゆみ

大村　美穂 丘　佳恵 小笠原　あゆみ 岡田　匡氷 岡部　慈子

岡部　基成 岡村　明日香 岡本　葉留子 小川　真沙里 奥田　直史

奥立　みなみ 小熊　響子 奥村　亜純 尾﨑　清香 長内　奈々

尾瀬　武志 小野　有紀 小野寺　高幹 表　摩耶 甲斐　いづみ

海渡　由貴 香川　景子 加嶋　洋子 柏崎　奏絵 春日　芙貴子

春日　摩耶 霞澤　匠 春谷　千智 堅田　千晶 片山　由大

甲木　哲也 勝間　慎一郎 勝又　翔子 加藤　浩介 加藤　さや子

加藤　宏章 金本　嘉久 兼村　朱里 神尾　未紗希 神谷　亮雄

亀井　裕史 粥川　優 川井　まりえ 川上　敬子 川口　安珠

河越　ゆかり 川嵜　彩 河野　猛嗣 菅　裕美子 神田　瑞希

岸田　薫 岸本　かおり 岸本　尚也 木谷　洋平 北野　佐季

木下　優太 京本　萌 清河　駿樹 桐ケ谷　奈生 金　蒼美

工藤　理永 窪川　芽衣 久保田　夢音 熊谷　奈津美 久米　可奈子

倉員　真理子 栗谷　佳宏 栗本　ちえ子 栗山　萌子 黒坂　徳子

黒澤　めぐみ 桒原　万友香 桑原　陽祐 小池　勇輝 小池　由実

小泉　弥生子 小祝　千夏 向後　恵莉 河野　絵里 小嶋　一司

小髙　紗季 小瀧　曜 小柄　美友 後藤　崇人 五島　裕之

小林　友紀 小林　裕介 小松　菜穂子 小松　伶奈 古守　真由子

才津　義亮 齋藤　早貴 齊藤　裕也 佐伯　信一朗 坂井　宜裕

坂本　絵璃子 坂本　奈緒子 佐川　慧 櫻田　昂大 佐古　悠輔

佐竹　絵里奈 佐藤　翔 佐藤　哲 佐藤　真梨子 佐藤　優季

佐藤　友里恵 佐野　めぐみ 佐野　泰子 鮫島　浩継 澤田　茉美子

塩谷　茉智子 下仲　慎平 實森　昇子 柴田　茉里 柴原　真美

渋井　亮介 嶋谷　拓真 清水　孝規 清水　信義 清水　陽彦

志村　真由子 下川　理沙 下舞　和貴子 下村　将央 荘　慎太郎

正古　悠一 白石　佳孝 白蓋　雄一郎 新谷　万智子 菅原　知美

鈴木　あすか 鈴木　拓馬 角南　華子 關　公美子 千田　康敬



副島　周子 曾原　雅子 髙折　彩 高木　遥香 髙橋　宏太朗

髙橋　小百合 髙橋　新 髙橋　美央 髙橋　裕司 高橋　友梨

髙林　綾乃 田上　和磨 瀧本　裕美 田杭　千穂 武内　史緒

竹内　肇 竹谷　有生 田中　彩 田中　孝太 田中　大智

田中　雄也 田中　良明 谷川　珠美子 谷口　貴之 谷村　吏香

谷本　慧子 玉石　雄也 玉城　良 田村　祐子 爲久　哲郎

塚本　博幸 柘植　志織 辻　満 辻本　愛 辻本　直哉

津田　竜広 鶴岡　佑斗 出口　蓉子 寺田　美希子 寺本　有里

藤間　千尋 斗澤　昇平 栃木　実佳子 百々　裕子 鳥羽　直弥

富田　圭祐 富田　祐奈 豊原　佑典 虎谷　惇平 内藤　宏明

長井　友邦 長尾　健 中川　沙綾子 仲里　博恵 中島　博予

中島　怜美 永田　真子 長田　広樹 詠田　真由 長辻　真樹子

中野　史織 仲野　靖弘 中林　裕貴 長原　大二郎 中村　拓斗

中村　千栄 中村　美和 中本　康介 中山　紗千 中山　徹男

中山　真恵 夏目　貴史 奈良本　葉月 成田　吉央 新原　有一朗

新谷　灯 西澤　圭織 西澤　美紀 西島　純一 西野　翔吾

西端　修平 西村　鉄也 西村　陽子 仁田原　憲太 新田　慧

布村　晴香 根本　興平 納富　嗣人 野口　貴史 則竹　夕真

萩原　達也 橋口　康弘 橋本　啓 服部　渉 濱田　航平

早坂　美紗 林　伸彦 原田　祐一 半田　徳子 秀島　未紗子

樋野　貴宏 日比　絵里菜 日比野　佑美 平岡　毅大 平川　充保

平田　悠 平山　純也 廣岡　千草 深川　智之 福島　瑠璃子

福長　健史 藤井　優 藤島　綾香 藤野　翔太郎 藤原　里紗

藤村　大志 藤本　揚子 舩冨　爽子 古川　結香 古田　惇

文　美智子 干場　みなみ 堀内　順子 堀川　真吾 本多　秀峰

前田　通秀 牧野　吉朗 松浦　拓也 松岡　秀樹 松川　仁登美

松坂　直 松下　彩葉 松田　充弘 松田　恵里那 松本　晃菜

間邊　貴俊 丸山　恵利子 丸山　陽介 萬代　彩人 三浦　聡美

三上　哲平 三澤　将大 水谷　ひかり 水谷　栄介 水野　克彦

南　洋佑 宮城　美幸 宮下　紀子 宮副　美奈子 宮武　里沙

宮本　圭輔 向井　隆文 村頭　温 村上　亨 毛利　心

森　亮 森　亮介 森田　葵 森田　小百合 諸井　條太郎

矢口　愛弓 矢﨑　明香 八代　憲司 安原　由貴 栁原　康穂

矢野　絵里子 山内　綱大 山尾　佳穂 山口　翔吾 山崎　優

山田　香 山田　清貴 山田　拓馬 山中　浩史 山村　幸

山本　絢可 山本　敬介 山本　幸代 吉田　文香 吉田　悠人

和田　郁美

日本産科婦人科学会理事長　　木村　正

(五十音順敬称略　　以上386名）


