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修了者番号 　　　　氏　　　　名 　　所　属　施　設　名1037 大庭　慎平 天理よろづ相談所病院1038 時女　知生 天理よろづ相談所病院1039 石川　原 近畿大学医学部奈良病院1042 柳野　智 奈良県立医科大学附属病院1043 片岡　良介 奈良県立医科大学附属病院1046 森　明日香 奈良県立医科大学附属病院1047 増本　直希 奈良県立医科大学附属病院1048 柴田　浩気 奈良県立医科大学附属病院1049 黒田　靖浩 奈良県立医科大学附属病院1050 長濱　剛史 奈良県立医科大学附属病院1051 汪　洋 奈良県立医科大学附属病院1052 大久保　天進 奈良県立医科大学附属病院1053 富澤　満 奈良県立医科大学附属病院1054 松村　佳織 奈良県立医科大学附属病院1057 宮本　鈴加 奈良県立医科大学附属病院1059 上村　貴之 奈良県立医科大学附属病院1060 内原　正人 奈良県立医科大学附属病院1061 服部　悟治 奈良県立医科大学附属病院1062 長安　実加 奈良県立医科大学附属病院1063 北東　大督 奈良県立医科大学附属病院1064 千田　恵理奈 市立奈良病院1065 植田　剛 奈良県立医科大学附属病院1066 高　由美 奈良県立医科大学附属病院1067 中野　雅貴 なかのクリニック1070 有山　豊 奈良医療センター1071 上尾　太郎 天理よろづ相談所病院1072 岩﨑　毅 天理よろづ相談所病院1073 吉田　篤史 天理よろづ相談所病院 2/8 ページ



修了者番号 　　　　氏　　　　名 　　所　属　施　設　名1074 山﨑　誠太 天理よろづ相談所病院1075 前田　雅彦 南奈良総合医療センター1076 穴井　洋 市立奈良病院1077 井上　貴雅 市立奈良病院1078 㮈本　悠嗣 市立奈良病院1080 平松　英文 京都大学医学部附属病院1081 前田　新作 市立奈良病院1082 岡田　宜孝 天理よろづ相談所病院1083 梅宮　槙樹 天理よろづ相談所病院1084 宗圓　聰 近畿大学医学部奈良病院1085 上野　貢生 近畿大学医学部奈良病院1086 平山　暁秀 近畿大学医学部奈良病院1088 生駒　直子 近畿大学医学部奈良病院1089 三島　弘 近畿大学医学部奈良病院1092 横田　良司 近畿大学医学部奈良病院1093 三岡　仁和 近畿大学医学部奈良病院1094 東儀　圭則 近畿大学医学部奈良病院1095 山内　勝治 近畿大学医学部奈良病院1096 濵口　麻衣 近畿大学医学部奈良病院1099 樋口　敦 近畿大学医学部奈良病院1100 森本　真衣 近畿大学医学部奈良病院1102 太田　善夫 近畿大学医学部奈良病院1103 出口　文華 近畿大学医学部奈良病院1104 足利　竜一朗 近畿大学医学部奈良病院1105 平田　淳一 近畿大学医学部奈良病院1106 尾鼻　康朗 近畿大学医学部奈良病院1107 大家　宗彦 近畿大学医学部奈良病院1108 内田　浩 天理よろづ相談所病院 3/8 ページ



修了者番号 　　　　氏　　　　名 　　所　属　施　設　名1109 太田　茂 天理よろづ相談所病院1110 岡田　章 近畿大学医学部奈良病院1112 菊川　翔馬 奈良県立医科大学附属病院1116 庄司　和彦 天理よろづ相談所病院1117 高木　久美子 奈良県総合医療センター1118 高森　一 天理よろづ相談所病院1120 多良　祐一 天理よろづ相談所病院1121 富岡　泰章 天理よろづ相談所病院1122 永井　雄也 天理よろづ相談所病院1123 松岡　龍太 奈良県立医科大学附属病院1124 丸山　亙 天理よろづ相談所病院1125 南　宗敬 市立奈良病院1127 森　拓人 天理よろづ相談所病院1128 山本　浩孝 天理よろづ相談所病院1131 永吉　純一 西奈良中央病院1132 鵜山　秀人 医療法人鵜山医院1133 小池　奈月 奈良県立医科大学附属病院1134 山田　秀和 近畿大学医学部奈良病院1135 廣畑　吉昭 大和高田市立病院1137 今中　聖悟 奈良県立医科大学附属病院1138 中村　紀央 大和高田市立病院1139 菅原　裕 大和高田市立病院1140 木村　新 東大阪市立総合病院1142 西野　俊彦 かつらぎクリニック1143 山﨑　顕二 近畿大学医学部奈良病院1144 村上　哲平 近畿大学医学部奈良病院1145 木村　浩基 近畿大学医学部奈良病院1148 山本　忠彦 山本医院 4/8 ページ



修了者番号 　　　　氏　　　　名 　　所　属　施　設　名1149 住田　真理子 奈良県西和医療センター1150 松岡　未奈巳 奈良県立医科大学附属病院1151 太居　洋平 近畿大学医学部奈良病院1152 城谷　学 近畿大学医学部奈良病院1153 小池　脩平 奈良県西和医療センター1154 佐々木　義和 奈良県立医科大学附属病院1155 大塚　紀朗 天理よろづ相談所病院1156 西村　忠己 奈良県立医科大学1158 内　裕也 西奈良中央病院1160 田中　幸美 済生会奈良病院1161 山戸　一郎 済生会奈良病院1162 足立　詩織 奈良県西和医療センター1163 光野　優人 天理よろづ相談所病院1164 久下　隆 奈良医療センター1165 上森　宜嗣 近畿大学医学部奈良病院1166 棚瀬　康仁 奈良県立医科大学附属病院1167 高井　英子 高井病院1168 杉谷　勇季 近畿大学医学部奈良病院1169 福島　哲志 奈良医療センター1170 石岡　興平 奈良県立医科大学付属病院1171 中農　勇 西奈良中央病院1172 喜多　恒和 奈良県総合医療センター1173 西　憲幸 大阪南医療センター1174 堀川　典子 奈良県総合医療センター1175 中川　一郎 奈良県立医科大学附属病院1176 田村　健太郎 奈良県立医科大学附属病院1177 大江　健太郎 近畿大学医学部奈良病院1178 松長　朋生 平和会　吉田病院 5/8 ページ



修了者番号 　　　　氏　　　　名 　　所　属　施　設　名1179 尾崎　邦彰 奈良県立医科大学附属病院1180 元川　雄貴 奈良県総合医療センター1182 横山　昇平 奈良県立医科大学附属病院1183 高村　慶旭 奈良県立医科大学附属病院1185 下村　弘幸 平成記念病院1186 上村　裕和 奈良県立医科大学附属病院1187 小西　啓司 天理よろづ相談所病院1188 岩本　崇史 岡波総合病院1189 小山　文一 奈良県立医科大学附属病院1190 木村　隆浩 奈良県立医科大学附属病院1191 赤堀　宇広 奈良県立医科大学附属病院1192 若月　幸平 奈良県立医科大学附属病院1193 山本　祥子 奈良県立医科大学附属病院1195 吉井　誠也 奈良県立医科大学附属病院1196 野見　武男 奈良県立医科大学附属病院1199 吉村　慶子 済生会中津病院1201 吉田　直子 奈良県立医科大学附属病院1202 長谷川　淳 奈良県立医科大学附属病院1203 鍛冶　孝祐 奈良県立医科大学附属病院1204 高谷　広章 奈良県立医科大学附属病院1205 花谷　純一 奈良県立医科大学附属病院1207 金　賢一 医真会　八尾総合病院1208 榎本　壮秀 西奈良中央病院1210 朴　永銖 奈良県立医科大学附属病院1211 本山　靖 奈良県立医科大学附属病院1212 竹島　靖浩 奈良県立医科大学附属病院1213 尾本　幸治 奈良県立医科大学附属病院1214 金　泰均 奈良県立医科大学附属病院6/8 ページ



修了者番号 　　　　氏　　　　名 　　所　属　施　設　名1215 今井　裕子 奈良県立医科大学附属病院1216 河上　真緒 奈良県立医科大学附属病院1218 藤井　絵里子 奈良県立医科大学附属病院1219 中村　春樹 奈良県立医科大学附属病院1220 川口　達也 奈良県立医科大学附属病院1221 小川　浩平 奈良県立医科大学附属病院1222 森澤　洋介 奈良県立医科大学附属病院1223 大山　寛毅 奈良県立医科大学附属病院1224 榎本　純子 奈良県立医科大学附属病院1226 竹内　三佳 奈良県立医科大学附属病院1228 茶之木　悠登 奈良県立医科大学附属病院1229 土井　駿介 奈良県立医科大学附属病院1231 中井　貴大 奈良県立医科大学附属病院1232 中島　司 奈良県立医科大学附属病院1233 西川　浩史 奈良県立医科大学附属病院1234 西村　英樹 奈良県立医科大学附属病院1236 濱田　健吾 奈良県立医科大学附属病院1238 枩本　一祐 奈良県立医科大学附属病院1239 米今　知佐 奈良県立医科大学附属病院1240 杉本　ひとみ 奈良県総合医療センター1242 金田　幸三 近畿大学医学部奈良病院1243 阿部　考助 近畿大学医学部奈良病院1244 二川　晃一 近畿大学医学部奈良病院1245 吉田　悠子 近畿大学医学部奈良病院1246 若狭　朋子 近畿大学医学部奈良病院1247 矢野　友大 市立奈良病院1248 田邉　洋 天理よろづ相談所病院1249 上野　浩嗣 奈良県西和医療センター 7/8 ページ



修了者番号 　　　　氏　　　　名 　　所　属　施　設　名1250 益田　泰光 奈良県西和医療センター1251 樋口　紘平 大阪府立母子保健総合医療センター1252 嶋　宏子 ニッセイ聖隷クリニック※氏名等の公表は同意のある方のみ、記載しております。
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