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修了者番号 　　　　氏　　　　名 　　所　属　施　設　名1279 杉村　和宣 奈良県総合医療センター1280 杉岡　修平 奈良県総合医療センター1281 山岡　美奈子 奈良県総合医療センター1282 榎木　優 奈良県総合医療センター1284 田口　浩之 奈良県総合医療センター1285 秋岡　宏志 奈良県総合医療センター1286 西本　雅俊 奈良県立医科大学附属病院1287 赤羽　たけみ 奈良県立医科大学附属病院1289 洲尾　昌伍 奈良県立医科大学附属病院1290 大澤　政裕 奈良県立医科大学附属病院1291 伊藤　宗一郎 奈良県立医科大学附属病院1292 佐伯　しのぶ 奈良県立医科大学附属病院1293 前阪　郁賢 奈良県立医科大学附属病院1294 木村　直幹 奈良県立医科大学附属病院1295 阪上　雅治 奈良県立医科大学附属病院1296 田中　利洋 奈良県立医科大学附属病院1297 西尾福　英之 奈良県立医科大学附属病院1298 正田　哲也 奈良県立医科大学附属病院1299 大谷　知之 奈良県立医科大学附属病院1300 正田　光希 奈良県立医科大学附属病院1302 稲本　俊 天理よろづ相談所病院1303 杉田　義人 天理よろづ相談所病院1304 真辺　諄 天理よろづ相談所病院1305 佐藤　崇 日の出診療所1306 木下　雅仁 奈良県立医科大学附属病院1310 福井　陽介 奈良県立医科大学附属病院1312 池田　衣里 奈良県立医科大学附属病院1313 初鹿野　俊輔 岡波総合病院 2/7 ページ



修了者番号 　　　　氏　　　　名 　　所　属　施　設　名1314 池本　幸史 奈良厚生会病院1316 三谷　紀之 三谷医院1320 豊田　文興 天理よろづ相談所病院1321 森口　慎 天理よろづ相談所病院1322 山口　聡子 天理よろづ相談所病院1323 佐々木　義明 JCHO　大阪病院1324 山口　尚希 奈良県総合医療センター1325 酒井　勇紀 奈良県立医科大学附属病院1326 久德　茂雄 市立奈良病院1327 大谷　一弘 市立奈良病院1329 楠原　隆義 市立奈良病院1330 寒川　玲 市立奈良病院1331 小谷　有希子 市立奈良病院1332 伊佐敷　頌太 市立奈良病院1334 垣脇　文香 市立奈良病院1335 杉浦　由希子 市立奈良病院1336 田中　航 市立奈良病院1337 百田　吉伸 市立奈良病院1339 前花　知果 市立奈良病院1340 野村　真里 市立奈良病院1341 明石　泰典 近畿大学医学部奈良病院1342 一木　美穂 近畿大学医学部奈良病院1344 岡崎　能久 近畿大学医学部奈良病院1345 尾﨑　大輔 近畿大学医学部奈良病院1346 川崎　正憲 近畿大学医学部奈良病院1347 九鬼　一隆 天理よろづ相談所病院1348 楠本　英則 近畿大学医学部奈良病院1349 河本　庄平 近畿大学医学部奈良病院3/7 ページ



修了者番号 　　　　氏　　　　名 　　所　属　施　設　名1350 小谷　博和 近畿大学医学部奈良病院1351 近藤　宏樹 近畿大学医学部奈良病院1353 杉岡　孝二 近畿大学医学部奈良病院1355 森　成志 近畿大学医学部奈良病院1356 山本　豊 近畿大学医学部奈良病院1358 石岡　希望 近畿大学医学部奈良病院1359 近藤　千桜里 近畿大学医学部奈良病院1360 竹下　友菜 近畿大学医学部奈良病院1361 立野　沙織 近畿大学医学部奈良病院1362 辻本　智之 近畿大学医学部奈良病院1363 友岡　瑞貴 近畿大学医学部奈良病院1364 吉井　悠貴 近畿大学医学部奈良病院1365 脇　彩也香 近畿大学医学部奈良病院1366 土井　政明 市立東大阪医療センター1368 西本　舞 天理よろづ相談所病院1369 西原　崇浩 近畿大学医学部奈良病院1370 中村　哲史 天理よろづ相談所病院1371 鈴木　淳也 奈良県立医科大学附属病院1372 橋本　彦太郎 天理よろづ相談所病院1373 尾﨑　裕亮 奈良県立医科大学附属病院1374 丸谷　怜 近畿大学医学部附属病院1375 橋本　和典 天理よろづ相談所病院 白川分院1376 隅田　江美 奈良県立医科大学附属病院1377 別所　宏紀 JCHO大阪病院1378 松本　百奈美 天理よろづ相談所病院1379 田遠　和佐子 奈良県立医科大学附属病院1380 冨山　紗妃 奈良県立医科大学附属病院1381 奥村　和弘 天理よろづ相談所病院 4/7 ページ



修了者番号 　　　　氏　　　　名 　　所　属　施　設　名1382 松本　昌美 南奈良総合医療センター1384 錦織　直人 奈良県立医科大学附属病院1385 田仲　徹行 南奈良総合医療センター1386 中村　信治 高の原中央病院1387 岸田　勇人 奈良県立医科大学附属病院1388 安積　秀一 奈良県立医科大学附属病院1389 紀之本　将史 南奈良総合医療センター1390 羽根　彩華 奈良県西和医療センター1391 曽我　真弘 奈良県西和医療センター1392 溝畑　英樹 奈良県西和医療センター1393 小田　侑希 奈良県西和医療センター1394 渡部　一貴 奈良県西和医療センター1395 廣辻　雅喜 ひろ整形外科クリニック1396 大西　将央 奈良県西和医療センター1397 喜馬　啓介 近畿大学医学部奈良病院1398 橋口　康弘 奈良県立医科大学附属病院1399 虫明　聡太郎 近畿大学医学部奈良病院1400 三谷　和大 奈良県西和医療センター1401 鈴木　基之 吉田病院1402 蜂須賀　崇 済生会御所病院1403 長阪　重雄 近畿大学医学部奈良病院1404 三宅　俊治 近畿大学医学部奈良病院1405 内原　悠斗 奈良県立医科大学附属病院1406 井上　智弘 近畿大学医学部奈良病院1407 佐々木　理恵 奈良県総合リハビリテーションセンター1408 中瀬　裕之 奈良県立医科大学附属病院1409 村上　敏春 奈良県立医科大学附属病院1410 石原　里美 奈良県立医科大学附属病院5/7 ページ



修了者番号 　　　　氏　　　　名 　　所　属　施　設　名1411 �川　裕晶 奈良県立医科大学附属病院1412 藤野　真帆 奈良県立医科大学附属病院1413 山田　彩乃 奈良県立医科大学附属病院1415 山脇　愛香 奈良県立医科大学附属病院1416 大山　有紗 奈良県立医科大学附属病院1417 木下　博貴 奈良県立医科大学附属病院1420 田村　昂 奈良県立医科大学附属病院1421 山中　愛 奈良県立医科大学附属病院1423 千﨑　聡士 奈良県立医科大学附属病院1424 大森　章代 奈良県立医科大学附属病院1426 堀内　克俊 奈良県立医科大学附属病院1427 喜多　亮介 奈良県立医科大学附属病院1429 北岡　啓 奈良県立医科大学附属病院1430 清水　宏紀 奈良県立医科大学附属病院1435 宮田　麻世 奈良県立医科大学附属病院1436 青木　郁樹 奈良県立医科大学附属病院1437 松山　祥 天理よろづ相談所病院1438 加島　弘崇 天理よろづ相談所病院1440 山中　一朗 天理よろづ相談所病院1442 小川　潤一郎 吉田病院1443 今井　裕一郎 洛和会音羽病院1445 阪本　慧一 奈良県立医科大学附属病院1446 小熊　博子 奈良県立医科大学附属病院1447 中島　祥介 済生会中和病院1448 仁木　陽一 済生会中和病院1449 堂原　彰敏 済生会中和病院1450 直井　牧人 大和高田市立病院1451 恒川　山人 奈良厚生会病院 6/7 ページ



修了者番号 　　　　氏　　　　名 　　所　属　施　設　名1452 田中　庸介 天理よろづ相談所病院1453 大野　尭之 天理よろづ相談所病院1454 美馬　響 天理よろづ相談所病院1455 松村　和紀 天理よろづ相談所病院1456 竹村　文吾 奈良県総合医療センター1457 森岡　崇 済生会中和病院1460 北田　裕陸 済生会中和病院1462 山下　勇樹 天理よろづ相談所病院1466 亀山　祐司 奈良東九条病院※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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