
青28　第1号 有川　洋祐 あおもり協立病院
青28　第2号 沖津　玲奈 おきつ内科
青28　第3号 小川　哲也 黒石病院
青28　第4号 藤田　均 外ヶ浜中央病院
青28　第5号 岩渕　圭 つがる総合病院
青28　第6号 笹田　大敬 つがる総合病院
青28　第7号 中野　高広 中野脳神経外科クリニック
青28　第8号 田邉　昌平 八戸市立市民病院
青28　第9号 細野　由希子 八戸市立市民病院
青28　第10号 庄子　忠宏 八戸赤十字病院
青28　第11号 神尾　卓哉 弘前大学医学部附属病院
青28　第12号 藤野　安弘 青森県立中央病院
青28　第13号 石澤　義也 青森県立中央病院
青28　第14号 岩村　大径 青森県立中央病院
青28　第15号 熊江　優 青森県立中央病院
青28　第16号 森川　友樹 青森県立中央病院
青28　第17号 門ノ沢　結花 青森県立中央病院
青28　第18号 三浦　栞 青森県立中央病院
青28　第19号 柿﨑　文郎 青森県立中央病院
青28　第21号 鹿内　駿 青森県立中央病院
青28　第22号 澁田　大輝 青森県立中央病院
青28　第23号 白取　佑智 青森県立中央病院
青28　第24号 中田　健一朗 青森県立中央病院
青28　第25号 杉田　梓 青森県立中央病院
青28　第26号 若松　叡 青森県立中央病院
青28　第27号 沼沢　拓也 十和田市立中央病院
青28　第28号 百目木　泰 十和田市立中央病院
青28　第29号 百目木　希実 十和田市立中央病院
青28　第30号 川﨑　修平 十和田市立中央病院
青28　第31号 菅原　啓司 十和田市立中央病院
青28　第32号 眞柄　達也 十和田市立中央病院
青28　第33号 福士　幸之助 十和田市立中央病院
青28　第34号 張　賀冕 十和田市立中央病院
青28　第35号 松倉　弘明 八戸市立市民病院
青28　第36号 今井　紀昭 八戸市立市民病院
青28　第37号 森　仁志 八戸市立市民病院
青28　第38号 加藤　勇人 八戸赤十字病院
青28　第39号 佐々木　彩 八戸赤十字病院
青28　第40号 阿部　亜妃子 八戸赤十字病院
青28　第42号 米澤　美希 八戸赤十字病院
青28　第43号 楊　寛隆 八戸赤十字病院
青28　第44号 金沢　条 八戸赤十字病院
青28　第45号 半田　雪奈 八戸赤十字病院
青28　第46号 松下　祐 八戸赤十字病院
青28　第47号 泉山　圭 三沢市立三沢病院
青28　第48号 羽賀　敏博 三沢市立三沢病院
青28　第49号 萩原　悠介 三沢市立三沢病院
青28　第50号 秋田谷　一輝 三沢市立三沢病院
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青28　第51号 神　寛之 鰺ヶ沢病院
青28　第52号 入江　伴幸 八戸市立市民病院
青28　第53号 川村　強 八戸市立市民病院
青28　第54号 山端　裕貴 八戸市立市民病院
青28　第55号 相馬　文彦 八戸市立市民病院
青28　第56号 坂田　龍平 八戸市立市民病院
青28　第57号 大城　亮作 八戸市立市民病院
青28　第61号 秋山　剛広 八戸赤十字病院
青28　第63号 片岡　史子 あおもり協立病院
青28　第64号 柴田　滋 弘前市立病院
青28　第65号 成田　弘達 青森厚生病院
青28　第66号 赤坂　治枝 青森厚生病院
青28　第67号 田澤　俊幸 独立行政法人国立病院機構弘前病院
青28　第68号 岡本　亜希子 鷹揚郷腎研究所弘前病院
青28　第69号 藤田　博陽 八戸市立市民病院
青28　第71号 橋本　峻 青森労災病院
青28　第72号 原　藍子 青森労災病院
青28　第73号 佐々木　伸也 弘前大学医学部附属病院
青28　第74号 畠山　真吾 弘前大学大学院医学研究科
青28　第75号 掛端　伸也 弘前大学大学院医学研究科
青28　第76号 秋本　裕義 弘前大学医学部附属病院
青28　第77号 藤岡　一太郎 弘前大学医学部附属病院
青28　第79号 成田　紀彦 弘前大学医学部附属病院
青28　第80号 坂本　博昭 弘前大学医学部附属病院
青28　第82号 城戸　宏一 弘前大学医学部附属病院
青28　第83号 伊藤　悦朗 弘前大学大学院医学研究科
青28　第84号 梅垣　翔 八戸市立市民病院
青28　第85号 大石　裕誉 八戸市立市民病院
青28　第86号 大向　功祐 八戸市立市民病院
青28　第87号 葛西　亜希子 八戸市立市民病院
青28　第88号 葛西　剛一郎 八戸市立市民病院
青28　第90号 黒木　雅大 八戸市立市民病院
青28　第92号 櫻井　友貴 八戸市立市民病院
青28　第93号 佐々木　暁洋 八戸市立市民病院
青28　第95号 佐藤　賢弥 八戸市立市民病院
青28　第97号 去石　巧 八戸市立市民病院
青28　第98号 清水　啓介 八戸市立市民病院
青28　第99号 鈴木　哲史 八戸市立市民病院
青28　第101号 清治　友久 八戸市立市民病院
青28　第102号 関野　晃子 八戸市立市民病院
青28　第104号 田中　直之 八戸市立市民病院
青28　第107号 原　裕太郎 八戸市立市民病院
青28　第108号 松本　健太郎 八戸市立市民病院
青28　第109号 松本　麻未 八戸市立市民病院
青28　第110号 村井　孝弥 八戸市立市民病院
青28　第111号 吉田　瑤子 八戸市立市民病院
青28　第112号 小俣　高宏 やわたクリニック
青28　第113号 鈴木　歩 八戸赤十字病院
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青28　第114号 長谷部　満喜 圭仁会病院
青28　第115号 村井　秀昭 おいらせ病院
青28　第116号 一戸　大地 むつ総合病院
青28　第117号 亀井　敬太 むつ総合病院
青28　第118号 村上　和男 むつ総合病院
青28　第119号 Maniwa Keiichiro むつ総合病院
青28　第120号 速水　史郎 むつ総合病院
青28　第121号 五十嵐　修 むつ総合病院
青28　第122号 梅森　勉 むつ総合病院
青28　第123号 岸　賢治 むつ総合病院
青28　第124号 久保田　隼介 むつ総合病院
青28　第125号 神田　大周 むつ総合病院
青28　第126号 猿賀　達郎 むつ総合病院
青28　第127号 久保田　愛美 むつ総合病院
青28　第128号 田辺　千織 むつ総合病院
青28　第129号 沖田　和貴 むつ総合病院
青28　第131号 坂本　義之 弘前大学医学部附属病院
青28　第132号 西村　顕正 弘前大学医学部附属病院
青28　第133号 後藤　真一 弘前大学医学部附属病院
青28　第134号 野村　彩美 弘前大学医学部附属病院
青28　第135号 原　隆太郎 弘前大学医学部附属病院
青28　第136号 岩崎　宏貴 十和田市立中央病院
青28　第137号 平賀　裕章 八戸市立市民病院
青28　第138号 酒井　峻太郎 八戸市立市民病院
青28　第139号 後村　拓眞 八戸市立市民病院
青28　第140号 四ツ谷　千尋 青森県立中央病院
青28　第141号 福田　眞作 弘前大学医学部附属病院
青28　第142号 下山　克 弘前大学大学院医学研究科
青28　第143号 三上　達也 弘前大学医学部附属病院
青28　第144号 三上　健一郎 弘前大学医学部附属病院
青28　第146号 珍田　大輔 弘前大学大学院医学研究科
青28　第148号 五十嵐　剛 弘前大学大学院医学研究科
青28　第149号 明本　由衣 弘前大学医学部附属病院
青28　第150号 太田　真二 弘前大学医学部附属病院
青28　第151号 澤田　洋平 弘前大学医学部附属病院
青28　第153号 斉藤　まなぶ 弘前大学医学部附属病院
青28　第154号 冨田　哲 弘前大学大学院医学研究科
青28　第155号 照井　君典 弘前大学大学院医学研究科
青28　第156号 佐藤　知彦 弘前大学医学部附属病院
青28　第157号 袴田　健一 弘前大学大学院医学研究科
青28　第158号 和嶋　直紀 弘前大学大学院医学研究科
青28　第159号 工藤　大輔 弘前大学大学院医学研究科
青28　第160号 和田　簡一郎 弘前大学医学部附属病院
青28　第161号 三浦　和知 弘前大学医学部附属病院
青28　第163号 成田　拓磨 弘前大学医学部附属病院
青28　第164号 松原　篤 弘前大学大学院医学研究科
青28　第165号 飯野　香理 弘前大学大学院医学研究科
青28　第166号 北山　眞任 弘前大学医学部附属病院
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青28　第167号 橋場　英二 弘前大学医学部附属病院
青28　第169号 斎藤　淳一 弘前大学大学院医学研究科
青28　第172号 竹川　大貴 弘前大学医学部附属病院
青28　第173号 奈良岡　征都 弘前大学医学部附属病院
青28　第174号 漆舘　聡志 弘前大学大学院医学研究科
青28　第175号 木村　憲央 弘前大学医学部附属病院
青28　第176号 中村　千尋 弘前大学医学部附属病院
青28　第177号 佐竹　杏奈 弘前大学医学部附属病院
青28　第178号 北山　和敬 弘前大学医学部附属病院
青28　第179号 白鳥　俊博 弘前大学医学部附属病院
青28　第180号 松原　侑里 弘前大学医学部附属病院

修了者計１８１名、名簿公開者１５５名。
※名簿の公開に同意した者のみ掲載しています。
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