
合阪　幸三 医療法人財団小畑会　浜田病院　産婦人科

會田　訓子 ウィメンズヘルスクリニック刈谷銀座　産婦人科

青井　千尋 医療法人社団　木内女性クリニック　産婦人科

青木　大輔 赤坂山王メディカルセンター　

青野　抄子 六本木ヒルズクリニック　婦人科

赤澤　宗俊 東京女子医科大学附属足立医療センター　産婦人科

赤松　達也 医療法人社団養生会  赤松レディスクリニック　

秋野　なな 東京大学　産婦人科

秋山　誠 パナソニック健康保険組合松下記念病院　産婦人科

秋山　美里 東京女子医科大学八千代医療センター　母体胎児科・婦人科

秋山　稔 医療法人真心会　南草津野村病院　産婦人科

秋好　順子 けいゆう病院　産婦人科

明樂　重夫 明理会東京大和病院　

芥川　秀之 中電病院　産婦人科

朝倉　寛之 扇町レディースクリニック

浅田　英子 豊田厚生病院　健康管理センター

浅沼　栄里 聖隷健康診断センター　医務部 婦人科

浅野　涼子 公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター　婦人科

安座間　幸愛 西宮市医師会　産婦人科

浅見　美晴 カトレアレディスクリニック　

芦澤　直浩 明理会東京大和病院　婦人科

東　裕福 国立成育医療研究センター　周産期・母性診療センター

東　幸弘 鳥取大学医学部附属病院　女性診療科

足立　和繁 箕面市立病院　産婦人科

安達　博 聖隷浜松病院　産婦人科

渥美　治世 東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学　（産婦人科）

阿部　和弘 阿部レディース クリニック

阿部　史朗 JA長野厚生連佐久医療センター　産科・婦人科

阿部　博昭 優クリニック　産婦人科

阿部　結貴 東京女子医科大学　産婦人科

雨宮　京夏 市立伊丹病院　産婦人科

女性ヘルスケア専門医・専門資格者一覧

2023年4月28日現在

【女性ヘルスケア専門医】1,335名



綾部　琢哉 帝京大学　医学部 産婦人科学講座

新井　ゆう子 独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター　産婦人科

荒川　恵 鎌ヶ谷バースクリニック　産婦人科

荒木　春奈 日高病院　婦人科

荒田　与志子 横浜労災病院　産婦人科

有川　美樹子 池袋クリニック　産婦人科

有澤　奈良 遠州病院　産婦人科

飯倉　絵理 東京慈恵会医科大学附属第三病院　産婦人科

飯田　美穂 慶應義塾大学医学部　衛生学公衆衛生学

飯塚　真 獨協医科大学埼玉医療センター　産科婦人科

飯塚　美徳 千葉市立海浜病院　産科

飯藤　順一 医療法人　飯藤産婦人科　

飯野　香理 弘前大学　医学部産科婦人科学講座

猪飼　恵 海南病院　産婦人科

伊賀　貴子 前村医院　

伊賀　美穂 岡山中央病院　産婦人科

五十嵐　豪 五十嵐レディースクリニック　

五十嵐　優子 三島ゆうレディースクリニック

池上　俊哉 いけがみレディースクリニック　

池上　芳美 医療法人社団なずな会 池上レディースクリニック　

池田　詩子 宮の森レディースクリニック　

池田　枝里 飯田市立病院　産婦人科

池田　研 ＫＫＲ札幌医療センター　産婦人科

池田　俊之 さいたま市立病院　産婦人科

池田　文彦 医療法人宥信会　池田内科御池クリニック　内科

池田　仁惠 東海大学医学部専門診療学系　産婦人科

池田　真理子 あやせ女性クリニック　

池田　裕美枝 京都大学医学部附属病院　産婦人科

池田　芳紀 名古屋大学医学部附属病院　産科婦人科

池田　麗 マウナケア会　清水病院　

池上　信夫 高知県立あき総合病院　産婦人科

井澤　朋子 佐々総合病院　産婦人科

石井　加奈子 大阪大学大学院医学系研究科　公衆衛生学教室

石井　賢治 国立病院機構西埼玉中央病院　産婦人科



石井　雅子 くまもと森都心クリニック　内科、泌尿器科

石垣　展子 仙台医療センター　産婦人科

石川　博士 千葉大学大学院医学研究院　生殖医学

石川　賀子 蒲郡市民病院　産婦人科

石黒　共人 越谷市立病院　産婦人科

石谷　健 医療法人社団こうかん会日本鋼管病院　産婦人科

石田　博美 医療法人財団　荻窪病院　産婦人科

石橋　智子 太田記念病院　産婦人科

石原　恒夫 石原産婦人科　産婦人科

石丸　将之 エナレディースクリニック

井尻　博子 医療法人社団博郁会　椎名産婦人科　

井尻　美輪 千葉県がんセンター　婦人科

和泉　俊一郎 東海大学　医学部 産婦人科学

和泉　春奈 コシ産婦人科　

磯部　晶 羽島市民病院　婦人科

板垣　奈々 恵和中央クリニック　女性外来・更年期外来

依田　尚之 岡山大学病院　産科婦人科

板谷　雪子 埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科

市川　香也 とくなが女性クリニック

一倉　絵莉子 さとこ乳腺・婦人科クリニック

市原　三義 桜新町レディースクリニック　

井槌　大介 福岡大学病院　産婦人科

糸井　英雄 柏厚生総合病院 健診センター　婦人科

糸井　瑞恵 千葉県がんセンター　婦人科

伊藤　歩 東邦大学医療センター大森病院　産婦人科

伊藤　宏一 英ウィメンズクリニック　たるみクリニック　

伊東　裕子 髙橋産婦人科クリニック　医師

伊藤　博之 聖路加国際病院　女性総合診療部

伊藤　史子 福田病院　婦人科

伊藤　文武 京都府立医科大学大学院　女性生涯医科学

伊藤　実香

糸賀　知子 越谷市立病院　産科婦人科

稲垣　美恵子 社会医療法人愛仁会千船病院　産婦人科

井上　和子 　



井上　聡子 さとこ女性クリニック　産婦人科

井上　茂 北くまもと井上産婦人科医院　

井上　統夫 井上産婦人科クリニック

井上　尚美 熊本大学病院　産婦人科

井上　弘一 井上産婦人科　

井上　裕美 湘南鎌倉総合病院　産婦人科

井上　善仁 医療法人　井上善レディースクリニック

今井　健史 名古屋大学病院　産婦人科

今井　陽子 足立産婦人科　

今中　基晴 近鉄グループ総合健康管理センター　大阪健康管理センター　

今福　雅子 北九州市立八幡病院　婦人科

今村　裕子 兵庫県立尼崎総合医療センター　産婦人科

苛原　稔 徳島大学　大学院医歯薬学研究部産科婦人科学分野

入駒　麻希 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷健康診断センター　産婦人科

岩井　理香 ウィート女性クリニック北千住　

岩沖　靖久 広島県JA吉田総合病院　産婦人科

岩城　真奈美 まなみレディースクリニックおおたかの森　

岩城　豊 国家公務員共済組合連合会　斗南病院　婦人科・生殖内分泌科

岩木　有里 松島産婦人科医院　

岩﨑　真一 社会医療法人財団石心会　川崎幸病院　婦人科

岩崎　真也 静岡市立清水病院　産婦人科

岩佐　弘一 医療法人イワサクリニック　

岩佐　武 徳島大学　医学部　産科婦人科

岩瀬　明 群馬大学大学院医学系研究科　産科婦人科学

岩瀬　純 聖路加国際病院　女性総合診療部

岩田　亜貴子 横浜市立大学附属病院　産婦人科

岩田　壮吉 川崎市立井田病院　婦人科

岩田　みさ子 都立大塚病院　産婦人科

岩原　由樹 東京医科歯科大学大学院　生殖機能協関学

岩見　州一郎 京都桂病院　産婦人科

岩宮　正 大阪急性期・総合医療センター　産婦人科

岩元　一朗 鹿児島県民総合保健センター　

印出　佑介 いんでレディースクリニック

上島　千春 さいわい鹿島田クリニック　婦人科



上杉　佳子 福岡県済生会大牟田病院　婦人科

上田　嘉代子 神楽坂レディースクリニック　

植田　啓 ひまわりレディースクリニック　

上田　浩 上田クリニック　産婦人科

上田　麗子 大和市立病院　産婦人科

上地　麻子 善仁会総合健診センターヘルチェック　診療部　婦人科

上野　晃子 高知医療センター　医療局　産婦人科

上野　啓子 東京医科大学病院　産科婦人科学教室

上原　一朗 佐々総合病院　産婦人科

上松　和彦 小阪産病院　

上村　浩一 兵庫県立大学　看護学部　保健医療福祉系

上村　有樹 医療法人社団　晴晃会　育良クリニック　産婦人科

上山　怜 ルナレディースクリニック新橋銀座口院

宇垣　弘美 てんのうじちひろウィメンズクリニック　

浮田　真吾 医療法人せせらぎ会浮田クリニック　

浮田　恵 医療法人せせらぎ会浮田クリニック　

鵜久森　夏世 つばきウイメンズクリニック　

鵜澤　芳枝 湘南鎌倉総合病院　産婦人科

臼井　淳子 箕面市立病院　産婦人科

碓井　宏和 千葉大学大学院医学研究院　生殖医学

内倉　友香 愛媛大学医学部附属病院　産婦人科

内田　明花 慶應義塾大学　医学部 産婦人科学教室

内田　真一郎 芳賀赤十字病院　産婦人科

内田　聡子 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター　婦人科

内田　季之 浜松医科大学医学部附属病院　周産母子センター

内田　陽子 SALAレディースクリニック

打波　郁子 打波外科胃腸科婦人科　婦人科

内山　心美 のぞみ女性クリニック

宇都　博文 医療法人財団 荻窪病院　産婦人科

楳村　史織 京都第二赤十字病院　産婦人科

卜部　諭 淡海医療センター　産婦人科

卜部　優子 淡海医療センター　産婦人科

海野　洋一 日本赤十字社　成田赤十字病院　　産婦人科

江頭　活子 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院　産婦人科



江上　りか 福岡山王病院　産婦人科

江川　晴人 産科・婦人科　江川クリニック　

江川　尚批呂 公益財団法人 熊本県総合保健センター　診療部

江川　美保 京都大学医学部附属病院　産科婦人科

江口　修 山口病院　

江口　武志 岡山赤十字病院　産婦人科

江夏　亜希子 四季レディースクリニック

江本　郁子 独立行政法人国立病院機構京都医療センター　産婦人科

江本　智子 江本智子ウィメンズクリニック　

大石　曜 大石レディースクリニック　

大石　元 国立国際医療研究センター病院　産婦人科

大石　博子 医療法人社団あんしん会　四谷メディカルキューブ　婦人科

大石　舞香 弘前大学医学部附属病院　産婦人科

大石　真希 川崎市立川崎病院　産科・婦人科

大石　康文 聖ヨハネ会　桜町病院　産婦人科

大岩　絢子 中部労災病院　産婦人科

大内　久美 亀田総合病院　生殖医療科

大川　直子 聖隷沼津病院　産婦人科

大久保　智治 京都第一赤十字病院　産婦人科

大倉　磯治 倉敷市立市民病院　産婦人科

大藏　健義 千葉愛友会記念病院　産科婦人科

大藏　慶憲 総合病院国保旭中央病院　産婦人科

大倉　良子 吹田徳洲会病院　産婦人科

大里　文乃 医療法人公孫樹会　大里胃腸科内科婦人科医院　産婦人科

大澤　稔 東北大学病院　産科婦人科

大下　孝史 さくらウィメンズクリニック

大島　教子 Joyレディースクリニックくもじ

大島　乃里子 東京医科歯科大学　周産・女性診療科

大須賀　智子 名古屋大学　医学系研究科　産婦人科学

太田　恭子 仙台赤十字病院　産婦人科

太田　邦明 東京労災病院　産婦人科

大武　慧子 箕面市立病院　産婦人科

大谷　真弘 京都第一赤十字病院　産婦人科

太田　博明 川崎医科大学総合医療センター　産婦人科



太田　友香 岡山中央病院　

大塚　伊佐夫 亀田総合病院　産婦人科

大坪　眞紀 菊名記念病院　女性専門外来

大坪　昌弘 医療法人財団今井会足立病院　足立病院　産婦人科

大友　圭子 　

大西　千夏 おおにしブレストウィメンズクリニック

大西　洋子 独立行政法人市立吹田市民病院　産婦人科

大沼　えみ 済生会横浜市南部病院　産婦人科

大沼　利通 福井大学　産科婦人科

大野　恭子 総合川崎臨港病院　産婦人科

大野田　章代 おおのたウィメンズクリニック　埼玉大宮　

大野田　晋 おおのたウィメンズクリニック　埼玉大宮　

大橋　加奈 龍ヶ崎済生会病院　産婦人科

大橋　麻衣 自治医科大学附属病院　産婦人科

大林　勇輝 おおばやしマタニティクリニック　産科・婦人科

大本　裕之 おおもとウィメンズクリニック　婦人科

大森　真紀子 山梨大学　医学部　産婦人科学講座

大山　香 対馬ルリ子女性ライフクリニック

大山　則昭 秋田赤十字病院　婦人科

大和田　聡子 滋賀医科大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科講座

大和田　真人 寿泉堂綜合病院　産婦人科

岡　京子 社会医療法人大雄会　総合大雄会病院　産婦人科

岡　賢二 医療法人未来ART　OKAレディースクリニック

小笠　麻紀 おがさまきレディースクリニック

小笠原　智香 聖路加国際病院附属クリニック　予防医療センター　婦人科

岡島　多希 都賀レディースクリニック

岡嶋　祐子 国立病院機構千葉医療センター　産婦人科

岡田　さおり 大分医療センター　婦人科

岡田　十三 社会医療法人愛仁会千船病院　産婦人科

岡田　園子 関西医科大学附属病院　

岡田　真由美 豊橋市民病院　産婦人科

岡田　義之 昭和大学横浜市北部病院　産婦人科

岡野　浩哉 飯田橋レディースクリニック

岡部　佳介 産業医科大学　産婦人科



岡部　葉子 関東中央病院　産婦人科

岡村　麻子 つくばセントラル病院　産婦人科

岡村　智佳子 中川記念ちか子女性クリニック　

岡本　紘子 大井町レディースクリニック　

岡本　真知 海老名レディースクリニック

小川　佳奈絵 京都府立医科大学　産婦人科

小川　誠司 仙台ARTクリニック　産婦人科

小川　千紗 藤田医科大学　ばんたね病院　産婦人科

小川　真里子 東京歯科大学市川総合病院　産婦人科

小木曽　望 医療法人財団　足立病院　産婦人科

小口　秀紀 トヨタ記念病院　産婦人科

奥野　亜妃子 日本生命病院　産婦人科

奥野　さつき 新百合ヶ丘総合病院　産婦人科

小熊　朋子 箕面レディースクリニック　

奥山　大輔 牧田総合病院　産婦人科

小倉　絹子 つくばセントラル病院　産婦人科

小倉　茉莉 医療法人 甲潤会 なかもず女性クリニック　ヤギ

小栗　久典 ロイヤルベルクリニック　不妊センター

尾崎　貴美 淀川キリスト教病院　健康管理増進センター

尾崎　景子 尾崎医院　産婦人科

尾﨑　理恵 東部地域病院　婦人科

長田　久夫 ファミール産院きみつ　産婦人科

長内　喜代乃 佼成病院　産婦人科

小澤　伸晃 医療法人財団　仁寿会　荘病院　　産婦人科

小曽根　浩一 千葉西総合病院　産婦人科

小田　彩子 富士市立中央病院　産婦人科

尾臺　珠美 東京医科歯科大学　生殖機能協関学

小田　泰也 JCHO北海道病院　産婦人科

落合　尚美 マーメードクリニック栄　

乙咩　三里 静岡済生会総合病院　産婦人科

尾西　芳子 神谷町WGレディースクリニック　

鬼塚　芳夫 鬼塚クリニック　

小貫　麻美子 昭和大学医学部　産婦人科学講座

小野木　さち

え
加藤レディスクリニック　



小野寺　真奈

美
女性医療クリニックLUNA横浜元町　産婦人科

小野　淑子 関西医科大学附属病院　産婦人科

小野　陽子 東邦大学医療センター大森病院　心療内科

小野　良子 　

尾林　聡 獨協医科大学　　産婦人科

小原　満雄 ヒルズレディースクリニック

小原　明美 福田病院　産婦人科

尾堀　佐知子 横浜市立大学　産婦人科

小山　理恵 岩手医科大学　産婦人科

折出　亜希 島根大学　医学部 産科婦人科

遠城　幸子 福岡赤十字病院　産婦人科

甲斐　由佳 国立病院機構高知病院　婦人科

利部　徳子 中通総合病院　産科・婦人科

鏡　一成 桐生厚生総合病院　産婦人科

各務　真紀 慶應義塾大学　産婦人科学教室

香川　秀之 関東労災病院　産婦人科

柿沼　薫 国際医療福祉大学病院　産婦人科

柿沼　敏行 国際医療福祉大学病院　産婦人科・リプロダクションセンター

加来　恒壽 福岡山王病院　予防医学センター

笠井　可菜 つるぎ町立半田病院　産婦人科

笠原　恭子 滋賀医科大学　医学部 産科学婦人科学講座

笠原　幸代 常滑市民病院　産婦人科

梶谷　耕二 市立柏原病院　産婦人科

槝之浦　佳奈 国立病院機構 九州医療センター　産婦人科

樫野　千明 岡山大学病院　産科婦人科

柏原　宏美 第一東和会病院　婦人科

嘉治　真彦 佐々総合病院　産婦人科

梶本　めぐみ 関西医科大学総合医療センター　産婦人科

柏舘　直子 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター　産婦人科

可世木　華子 日本医科大学　千葉北総病院　女性診療科・産科

可世木　久幸 介護老人保健施設厚生会川口ケアセンター　

片井　みゆき 政策研究大学院大学　保健管理センター

片岡　宙門 函館中央病院　産婦人科

片桐　敦子 益田赤十字病院　産婦人科



片桐　千恵子 博愛病院　産婦人科

片桐　由起子 東邦大学　医学部　産科婦人科学講座

片倉　慧美 北里研究所病院　婦人科

勝又　佳菜 磐田市立総合病院　産婦人科

加藤　聖子 九州大学　大学院医学研究院　生殖病態生理学分野

加藤　智子 JA愛知厚生連　海南病院　産婦人科

加藤　順子 中濃厚生病院　産婦人科

嘉藤　貴子 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター　産婦人科

加藤　剛志 徳島大学　地域産婦人科診療部

加藤　友康 国立がんセンター中央病院　婦人腫瘍科

加藤　有美 町田市民病院　産婦人科

加藤　紀子 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院　産婦人科

加藤　大樹 社会医療法人愛仁会　高槻病院　診療部・産婦人科

加藤　育民 旭川医科大学　医学部 産婦人科

加藤　容子 サンタマリア病院　産婦人科

加藤　淑子 社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院　産婦人科

門田　美奈 春回会クリニック　井上病院　健診センター　

門田　友里 徳島大学病院　産科婦人科

金井　雄二 医療法人　産育会　堀病院

金崎　春彦 島根大学　医学部　産科婦人科

金沢　衣見子 医療法人青葉レディースクリニック

金沢　純子 武蔵村山病院　産婦人科

金谷　真由子 フェニックスアートクリニック　産婦人科

金森　勝裕 秋田厚生医療センター　産婦人科

香西　綾 サンマタニティ クリニック　産婦人科

金子　均 日産厚生会 玉川病院　産婦人科

金子　容子 あかりクリニック　婦人科

金重　恵美子 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院　産婦人科

金谷　裕美 千葉市立青葉病院　産婦人科

金田　倫子 三重大学医学部附属病院　産婦人科

兼森　美帆 福山市民病院　産婦人科

鎌田　泰彦 岡山大学医学部　産科婦人科学教室

上西園　幸子 済生会横浜市南部病院　産婦人科

神元　有紀 三重レディースクリニック　



神谷　英里 医療法人桂名会 大須病院　婦人科

亀井　一彦 みなとみらいメディカルスクエア　婦人科

亀谷　英輝 大阪府済生会吹田病院　産婦人科

茅橋　佳代 金沢大学附属病院　産科婦人科

嘉陽　真美 沖縄協同病院　産婦人科

唐木田　智子 鹿児島大学病院　産婦人科

川合　健太 浜松医科大学　産婦人科学教室

河合　智之 ウィメンズヘルスクリニック刈谷銀座

河合　要介 豊橋市民病院　産婦人科

河北　貴子 徳島大学病院　産科婦人科

川口　由佳 鎌ヶ谷バースクリニック　産婦人科

川口　洋子 ようこ女性のクリニック

川越　淳 医療法人社団三圭会　川越医院　産婦人科

川越　秀洋 国立病院機構　小倉医療センター　産婦人科

川崎　彰子 筑波大学　医学医療系 産科婦人科

河崎　あさひ あさぎり病院　産婦人科

川﨑　真由美 佐賀記念病院　内科

河崎　良和 宮崎県立日南病院　産婦人科

川島　英理子 朝日大学病院　婦人科

川嶋　裕子 川島産婦人科・内科　内科

河西　邦浩 屋島総合病院　産婦人科

川西　智子 鎌ヶ谷バースクリニック　産婦人科

川野　みどり 千葉労災病院　産婦人科

川端　和女 川端産婦人科　

川端　英恵 あびこクリニック　産婦人科

川端　寛子 福島医院　産婦人科

河原　太 乳腺クリニックブレスティア　たまプラーザ

川村　明緒 医療法人仁愛会川村産婦人科　

河村　圭子 九州大学病院　産科婦人科

河村　英彦 九州大学病院　産科婦人科

河原井　麗正 獨協医科大学　産科婦人科学教室

瓦林　靖広 国立病院機構　九州医療センター　産科婦人科

神田　智子 岐阜県総合医療センター　産婦人科

木内　千暁 木内女性クリニック　



菊川　敦子 蕨市立病院　産婦人科

菊池　典子 いとう女性クリニック　

岸上　靖幸 トヨタ記念病院　産婦人科

岸　裕司 東京慈恵会医科大学　産婦人科学講座

幾石　尚美 きせきレディースクリニック

北岡　由衣 京都山城総合医療センター　産婦人科

北島　道夫 長崎大学　医学部　産科婦人科学教室

北島　百合子 長崎大学　医学部　産科婦人科学教室

北出　真理 順天堂大学　産婦人科学講座

北　直喜 一般財団法人筑波麓仁会　筑波学園病院　産婦人科

木谷　由希絵 JR広島病院　産婦人科

北野　裕子 IVF白子クリニック　

北原　慈和 群馬大学医学部附属病院　周産母子センター

北山　利江 HORACグランフロント大阪クリニック

北脇　城 医療法人オーク会　オーク住吉産婦人科　

木戸　直子 埼玉県済生会川口総合病院　産婦人科

木戸　道子 日本赤十字社医療センター　第一産婦人科

喜納　奈緒 がん・感染症センター　都立駒込病院　婦人科

木下　光 医療法人あかつき あかつきウィメンズクリニック　

木下　宏実 国立病院機構高知病院　婦人科

木下　容子 追浜駅前ようこレディースクリニック

木村　武彦 城南レディスクリニック　

木村　美葵 社会福祉法人賛育会　賛育会病院　産婦人科

木山　智義 鳥取県立厚生病院　産婦人科

清川　晶 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院　産婦人科

清田　真由美 医療法人社団　清心会　春日クリニック　

清水　美代 京都済生会病院　産婦人科

桐澤　重彦 キリサワ産婦人科クリニック　

金　美娘 市立伊丹病院　産婦人科

久具　宏司 国際医療福祉大学成田病院　産婦人科

草刈　孝史 南草津野村病院　産婦人科

草薙　鉄也 医療法人社団 草薙レディースクリニック　

草開　恵里子 草開ファミリークリニック　産婦人科

草開　友理 富山県立中央病院　産婦人科



葛岡　美津穂 春日クリニック　婦人科

楠木　泉 京都府立医科大学　女性生涯医科学

國見　幸太郎 山城公園レディースクリニック

久野　貴司 いしかわクリニック　産婦人科

久野　芳佳 札幌医科大学附属病院　産婦人科

久保田　俊郎 東京共済病院　

窪田　尚弘 窪田レディースクリニック

窪田　與志 国家公務員共済組合連合会　横浜栄共済病院　産婦人科

窪　麻由美 医療法人舘出張 佐藤会 フィーカレディースクリニック

熊谷　晴介 医療法人 熊谷医院　　

熊倉　英利香 たかばたけウィメンズクリニック

倉片　三千代 みちよレディースクリニック　

倉澤　健太郎 横浜市立大学附属病院　産婦人科

倉智　博久 大阪母子医療センター　

倉林　工 新潟市民病院　産婦人科

栗下　昌弘 道灌山女性のこころとからだのクリニック　AYA　clinic

栗林　ももこ 船橋中央病院　産科

栗原　聡美 汐留健診クリニック　産婦人科

黒木　博子 福岡市健康づくりサポートセンター　婦人科

黒瀬　圭輔 くぼのやウィメンズホスピタル

黒田　香織 千葉医療センター　産婦人科

桑田　円 芳賀赤十字病院　産婦人科

桑原　三郎 桑原産婦人科医院　産婦人科

桑間　直志 富山赤十字病院　産婦人科

計良　和範 医療法人社団佐野産婦人科 レディースホームクリニックやわた

毛山　薫 医療法人薫風会　けやまクリニック　産婦人科

後安　聡子 大阪急性期・総合医療センター　産婦人科

小池　浩司 小池レディスクリニック　

小池　大我 岐阜大学医学部附属病院　成育医療科・女性科

小石　清子 清子クリニック　産婦人科

小泉　るい 浜松医科大学医学部附属病院　産科婦人科

小出　千絵 土谷総合病院　産婦人科

黄　彩実 近畿大学病院　産婦人科

甲賀　かをり 千葉大学　医学部　産婦人科



香城　恒麿 JA北海道厚生連札幌厚生病院　産婦人科

江田　理薫子 庄野真由美レディースクリニック　

高地　圭子 こうちウィメンズクリニック

神津　円 丸の内クリニック　婦人科

河野　順子 八戸市立市民病院　産婦人科

河野　通晴 済生会長崎病院　産婦人科

香林　正樹 愛染橋病院　産科婦人科

甲村　奈緒子 市立貝塚病院　産婦人科

甲村　弘子 こうむら女性クリニック

古惠良　桂子 中央レディスクリニック　

古賀　絵理 みなと横浜ウィメンズクリニック　婦人科

古賀　祐子 国家公務員共済組合連合会　東京共済病院　婦人科

小笹　勝巳 　

小芝　明美 京都市立病院　産婦人科

小嶋　伸恵 甲南医療センター　産婦人科

小島　真世 済生会滋賀県病院　健診センター

古謝　将一郎 こしゃクリニック　

小谷　早葉子 西福山病院　産婦人科

小谷　泰史 近畿大学　医学部 産科婦人科学教室

児玉　順一 広島市立広島市民病院　産科・婦人科

後藤　薫 山崎産婦人科小児科医院　

後藤　真紀 岡崎市民病院　産婦人科

後藤　優美子 東海大学医学部付属病院　産婦人科

小林　新 永寿総合病院　産婦人科

小林　有紗 横浜糖尿病クリニック　糖尿病内科

小林　巧 ヨナハ丘の上病院　産婦人科

小林　千絵 杏林大学医学部附属病院　産科婦人科

小林　津月 医療法人スマイル　小林レディスクリニック　

小林　奈津子 横浜医療センター　産婦人科

小林　範子 北海道大学病院　婦人科

小林　久晃 一社駅前こばやしレディースクリニック

小林　裕明 鹿児島大学　医学部　産科婦人科

小林　真以子 関西医科大学附属病院　産科学婦人科学教室

小林　正明 名鉄病院　婦人科



小林　光紗 聖隷浜松病院　産婦人科

小林　三津子 社会医療法人生長会 府中クリニック　医療診療部

小林　佑介 慶應義塾大学　医学部　産婦人科学教室

小林　由佳子 北海道大学病院　婦人科

小林　由香子 芳賀赤十字病院　産婦人科

小林　有紀 横須賀共済病院　産婦人科

小林　陽一 杏林大学　医学部　産科婦人科学教室

駒井　幹 久留米大学　医学部　産婦人科学教室

小松　篤史 日本大学　医学部 産婦人科

小松　淳子 高知医療センター　産科婦人科

小松　央憲 利根中央病院　産婦人科

小松　摩耶 京都大学医学部附属病院　産婦人科

小宮　ひろみ 福島県立医科大学　医学部　産婦人科性差医療センター

米田　聡美 医療法人ケイズ会　茶屋町レディースクリニック

米田　由香里 宮崎善仁会病院　婦人科

小森　春美 松阪中央総合病院　産婦人科

呉屋　憲一 　

小山　嵩夫 小山嵩夫クリニック　

小山　照美 医療法人社団ミッドタウンクリニックハイメディック京大病院　

五來　逸雄 産育会　堀病院　産婦人科

近藤　育代 こんどう女性クリニック

近藤　恵美 産業医科大学　産婦人科

近藤　一成 ジャスミンレディースクリニック渋谷

近藤　実 女性クリニックみのり　

近藤　裕子 野口産婦人科医院　

近藤　佳子 岡山中央病院　産婦人科

齋藤　愛 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　産婦人科

齊藤　英子 国際医療福祉大学三田病院　予防医学センター

齋藤　かりん 三和病院　

齋藤　研祐 産業医科大学若松病　産婦人科

齋藤　こよみ 国際医療福祉大学病院　産婦人科

齊藤　真 横浜市立大学附属市民総合医療センター　婦人科

斎藤　誠一郎 ルナウイメンズクリニック

齋藤　麻紀 マキウイメンズクリニック



齊藤　学 カレスサッポロ時計台記念病院　女性診療科

斎藤　油香 庄司クリニック/前島レディースクリニック　

齋藤　裕 総合東京病院　婦人科

坂井　昌弘 大阪鉄道病院　婦人科

榊原　克巳 岡崎市民病院　産婦人科

坂口　勲 さかぐち女性のクリニック　

阪口　耀子 阪口クリニック　

阪田　由美 エンジェルベルホスピタル　

坂西　愛 JCHO 佐賀中部病院　婦人科

坂根　理矢 さかねレディースクリニック

酒見　智子 聖路加国際病院附属クリニック聖路加メディローカス　女性診療科

坂本　伊豆美 伊豆美レディスクリニック

坂本　秀一 獨協医科大学埼玉医療センター　産科婦人科

坂本　雅恵 総合病院土浦協同病院　産婦人科

阪本　美登 三重大学産婦人科　産婦人科

坂本　能基 耳原総合病院　産婦人科

相良　洋子 さがらレディスクリニック

佐川　麻衣子 呉医療センター・中国がんセンター　産婦人科

﨑濱　ミカ 鹿児島大学　医学部　産科婦人科

佐久間　一郎 カレスサッポロ 北光記念クリニック　

佐久間　有加 船橋二和病院　産婦人科

櫻井　学 ファミール産院いちかわ　産婦人科

笹川　寿之 金沢医科大学　産婦人科

佐々木　怜子 つくばセントラル病院　産婦人科

佐々木　浩 大阪医科薬科大学　産婦人科

佐々木　拓幸 済生会横浜市東部病院　産婦人科

佐々木　恵 仙台市立病院　産婦人科

佐々木　康 昭和大学藤が丘病院　産婦人科

佐々木　由梨 医療法人欅会ゆりレディースクリニック

佐々木　容子 医療法人ヒューマンリプロダクションつばきウイメンズクリニック

佐治　晴哉 神奈川県立がんセンター　医療局　婦人科

定月　みゆき 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院　産婦人科

貞森　理子 さだもりレディースクリニック

里井　映利 厚生中央病院　産婦人科



佐藤　歩美 あゆみレディースクリニック高田馬場

佐藤　杏奈 医）明石会　さとうメディカルオフィス　産婦人科

佐藤　伊知朗 医療法人社団　前友会　前田産婦人科　

佐藤　浩一 上永谷レディースクリニック　

佐藤　静香 名古屋記念病院　産婦人科

佐藤　真之介 祐天寺ウィメンズヘルスクリニック　産婦人科

佐藤　隆之 社会医療法人社団　順江会　江東病院　　　婦人科

佐道　俊幸 奈良県総合医療センター　産婦人科

佐藤　智子 医療法人社団　ともこレディースクリニック

佐藤　典子 立川相互病院　産婦人科

佐藤　ひとみ ひとみレディースクリニック

佐藤　麻里 医療生協わたり病院　婦人科

佐藤　雄一 産科婦人科舘出張　佐藤病院　産婦人科

里見　操緒 東府中病院　産婦人科

真井　英臣 おびひろARTクリニック　婦人科

佐野　祥子 東京ベイ浦安市川医療センター　産婦人科

佐野　麻利子 医療法人舘出張佐藤会フィーカレディースクリニック

佐野　靖子 ミラザ新宿つるかめクリニック　婦人科

佐野　由香子 IVF詠田クリニック　産婦人科

佐野　陽子 東京衛生アドベンチスト病院　産婦人科

鮫島　梓 富山大学附属病院　産婦人科学教室

佐本　玲子 生駒市立病院　産婦人科

申神　正子 総合病院 山口赤十字病院　第二産婦人科

澤田　育子 レディースクリニックさわだ

澤田　健二郎 大阪大学医学部附属病院　産婦人科

塩島　聡 聖隷浜松病院　生殖・機能医学科

塩路　光徳 しおじレディースクリニック

塩田　敦子 香川大学　医学部医学科健康科学

塩田　恭子 聖路加国際病院　女性総合診療部

塩田　麻理 まりウィメンズクリニック　産婦人科

塩塚　幸彦 塩塚産婦人科 塩塚クリニック　産婦人科医院

志賀　尚美 東北大学医学部附属病院　産婦人科教室

直原　廣明 （医）廣仁会 直原ウィメンズクリニック　

繁田　浩三 コスモクリニック　婦人科



七條　公利 医療法人社団セッテローザ　七條胃腸科内科医院　

紫藤　史 みずほ女性クリニック　産婦人科

篠﨑　佳栄 愛生会内科婦人科クリニック　産婦人科

篠﨑　奈々絵 　

篠﨑　博光 群馬大学　保健学研究科

篠﨑　祐子 ソフィアホームケアクリニック　在宅医療部

篠田　真理 山下湘南夢クリニック　

篠原　康一 愛知医科大学　医学部　産婦人科

篠原　左和 医療法人鹿志会エルズメディケア名古屋　婦人科

篠原　佳枝 海上ビル診療所　婦人科

柴田　衣里 つくばセントラル病院　産婦人科

柴田　大二郎 中部労災病院　産婦人科

澁谷　文恵 JCHO徳山中央病院　産婦人科

島井　和子 ミッドタウンクリニック　産婦人科

嶋津　光真 社会医療法人大雄会総合大雄会病院　産婦人科

島　友子 富山大学　産科婦人科

清水　篤 清水産婦人科クリニック　

清水　久美子 医療法人社団前友会　前田産婦人科　産婦人科

清水　恵子 岡山ろうさい病院　婦人科

清水　顕 名古屋掖済会病院　産婦人科

清水　沙希 愛知医科大学病院　産婦人科

清水　真帆 神戸大学医学部附属病院　産婦人科

清水　美幸 香川労災病院　産婦人科

清水　靖 清水産婦人科クリニック　

志馬　千佳 医療法人佳洛菴　志馬クリニック四条烏丸　産婦人科

志馬　裕明 医療法人佳洛菴　志馬クリニック四条烏丸　

下田　隆仁 下田産婦人科医院　

下田　勇輝 ゆうきクリニック

下村　裕司 はるレディースクリニック

下山　華 ちば県民保健予防財団総合健診センター　産婦人科

城下　奈央 相澤健康センター　

生水　真紀夫 千葉大学大学院医学研究院　生殖医学教室

菖蒲川　紀久

子
新潟医療センター　産婦人科

白石　弘章 沖縄県立八重山病院　産婦人科



白土　なほ子 昭和大学　医学部　産婦人科

城田　京子 いつきウィメンズクリニック　

代田　琢彦 医療法人社団シロタクリニックシロタ産婦人科　産婦人科

新谷　雅史 あすか会　介護老人保健施設　ハビリス　

新藤　和代 名古屋東女性のクリニック　

新橋　成直子 ななこレディースクリニック

末永　香緒里 神奈川県警友会けいゆう病院　産婦人科

菅原　拓也 京都府立医科大学附属北部医療センター　産婦人科

菅　裕佳子 麻生総合病院　　産婦人科

菅原　照夫 市立札幌病院　産婦人科

杉浦　賢 横須賀共済病院　産婦人科

杉下　陽堂 聖マリアンナ医科大学　産婦人科

椙田　賢司 公立阿伎留医療センター　産婦人科

杉山　太朗 医療法人社団善方会 田園調布オリーブレディースクリニック　

杉山　瑞穂 自治医科大学附属病院　産婦人科

杉山　裕子 がん研究会　有明病院　婦人科・細胞診断部

須郷　慶信 花レディースクリニック

鈴木　京子 巻石堂病院　

鈴木　恭輔 医療法人葵鐘会　フォレストベルクリニック　

鈴木　隆弘 医療法人　社団医積会　コシ産婦人科　リプロダクション部門

鈴木　孝浩 円山レディースクリニック

鈴木　毅 とまり木ウイメンズクリニック　武蔵小杉　

鈴木　久也 仙台赤十字病院　産婦人科

鈴木　博志 公益法人湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院　産婦人科

鈴木　裕之 赤心堂病院　産婦人科

鈴木　史明 医療法人定生会　谷口病院　産婦人科

鈴木　真理子 岐阜県総合医療センター　産婦人科

鈴木　美香 聖隷健康サポートセンターShizuoka　

鈴木　美奈子 兵庫県立丹波医療センター　産婦人科

鈴木　美和 円山レディースクリニック

鈴木　康之 JA静岡厚生連　清水厚生病院　婦人科

鈴木　幸雄

鈴木　陽介 医療法人稲風会　鈴木医院　産婦人科

進　伸幸 国際医療福祉大学　成田病院　産科・婦人科



須田　梨沙 中根産婦人科　産婦人科

須藤　亜紀子 医療法人神岡産婦人科　ヒルズレディースクリニック

須藤　敦夫 女性と家族の　すみれクリニック

角野　博之 宏愛会第一病院　内科

関川　佳奈 新百合ヶ丘総合病院　産婦人科

関島　龍治 大阪府済生会茨木病院　産婦人科

関根　憲 関根ウィメンズクリニック

関根　花栄 順天堂大学医学部附属順天堂医院　産婦人科

関根　仁樹 広島大学病院　産科婦人科

関野　和 広島市立広島市民病院　産婦人科

関本　眞由美 医療法人慈眼会　坂本内科医院　

関谷　裕子 せきやクリニック

関谷　陽子 せきやクリニック　

関谷　倫子 岩砂病院　産婦人科

世良　亜紗子 独立行政法人国立病院機構埼玉病院　産婦人科

宗　晶子 宗ウィメンズクリニック　婦人科

副田　翔 あいARTクリニック　産婦人科

添田　わかな 獨協医科大学　医学部　産婦人科

曽田　雅之 前橋赤十字病院　産婦人科

曽根原　玲菜 名古屋大学医学部附属病院　産婦人科

曽根　郁夫 総合高津中央病院　産婦人科

園田　裕子 久留米大学　医学部　産科婦人科学教室

園山　綾子 井出産婦人科　

田浦　裕三子 国立病院機構九州医療センター　産婦人科

多賀　敦子 大津赤十字病院　産婦人科

髙石　清美 山口赤十字病院　産婦人科

髙井　浩志 日本バプテスト病院　産婦人科

髙井　雅聡 医療法人iMOG　田辺レディースクリニック

髙尾　美穂 女性のための統合ヘルスクリニック　イーク表参道　産婦人科

髙木　香津子 愛媛大学医学部附属病院　産婦人科

高木　靖 諏訪赤十字病院　産婦人科

多賀　紗也香 大阪医科薬科大学　産婦人科

髙田　佳世子 水本レディスクリニック　産婦人科

高田　恵子 クララクリニック　



髙野　みずき 武蔵野赤十字病院　産婦人科

髙野　玲 聖隷佐倉市民病院　健診センター

高橋　顕雅 滋賀医科大学医学部附属病院　女性診療科

高橋　一広 あかねヶ丘高橋レディスクリニック　婦人科

高橋　千果 東海大学医学部　医療倫理学

髙橋　純香 T'sレディースクリニック　

高橋　知昭 旭川医科大学　医学部 産婦人科

高橋　伸子 産科婦人科舘出張　佐藤病院　診療部　産婦人科

高橋　伸卓 静岡県立静岡がんセンター　婦人科

髙橋　典子 名古屋掖済会病院　産婦人科

髙橋　麻紀子 　

高橋　真理子 公立甲賀病院　産婦人科

髙橋　由佳 前田産婦人科　産婦人科

髙畠　桂子 医療法人たかばたけウィメンズクリニック

高原　めぐみ 東京都立多摩総合医療センター　産婦人科

髙松　潔 東京歯科大学市川総合病院　産婦人科

高松　士朗 京都大学大学院医学研究科　器官外科学　婦人科産科学教室

高嶺　智子 亀田京橋クリニック　産婦人科

髙宮城　直子 Naoko女性クリニック

髙村　一紘 宮崎県立宮崎病院　産婦人科　地域医療科

髙本　真弥 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院　産婦人科

高本　利奈 医療法人清慈会鈴木病院　産婦人科

高山　明子 大阪府結核予防会　婦人科

高山　智子 国立病院機構 横浜医療センター　産婦人科

高山　怜子 羽生総合病院　産婦人科

高吉　理子 三宅医院　産婦人科

瀧田　寛子 昭和大学病院　産婦人科学教室

沢岻　美奈子 沢岻美奈子女性医療クリニック

田口　奈緒 兵庫県立尼崎総合医療センター　産婦人科

田口　誠 田口産婦人科内科　

武井　かほり 埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科

竹内　亜利砂 同愛記念病院　産婦人科

竹内　茂人 済生会松阪総合病院　産婦人科

竹内　優子 村上病院　産婦人科



竹内　麗子 福岡山王病院　産婦人科

竹重　諒子 横須賀共済病院　産婦人科

武田　理 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院　産婦人科

武田　哲 国立病院機構　小諸高原病院　

武田　卓 近畿大学　東洋医学研究所

竹田　奈保子 リボーンレディースクリニック

武田　規央 川口市立医療センター　産婦人科

武田　真人 北海道大学大学院　医学研究科生殖発達医学講座 生殖内分泌腫瘍学分野

武知　公博 公立昭和病院　産婦人科

竹谷　朱 京都岡本記念病院　産婦人科

竹山　希 竹山病院　産婦人科

田崎　瑠璃香 久留米大学　医学部　産科婦人科学教室

田島　浩子 富士市立中央病院　産婦人科

田尻下　怜子 日産厚生会玉川病院　産婦人科

田雑　有紀 北里大学　婦人科

田近　映子 医療法人　ルクール　ベルンの森　

橘　理香 神宮前オレンジレディースクリニック　

辰巳　弘 地域医療機能推進機構　神戸中央病院　統括診療部 婦人科

舘岡　佐知 ハートクリニック南千住　婦人科

田中　栄一 丸岡医院　婦人科

田中　江里子 市立伊丹病院　産婦人科

田中　一範 永田産婦人科　

田中　和東 泉大津市立病院　産婦人科

田中　慧 加藤レディスクリニック　

田中　健太郎 クリスタル本町クリニック

田中　創太 八戸市立市民病院　産婦人科

田中　達也 山口レディースクリニック

田中　哲二 医療法人朋愛会　朋愛病院　婦人科

田中　尚武 千葉県がんセンター　婦人科

田中　寛希 愛媛県立中央病院　産婦人科

田中　雅子 医療法人駒野会　京都駅前婦人科乳腺外科まりこクリニック

田中　昌代 寿泉堂綜合病院　産婦人科

田中　美香 恵比寿みかレディースクリニック

田中　美木 JR東京総合病院　産婦人科



田中　萌 みやびレディースクリニック

田中　弥生 桜の芽クリニック　生殖医療科・婦人科

田中　佑輝子 京都府立医科大学　女性生涯医科学

田辺　晃子 田辺レディースクリニック

谷　杏奈 医療法人社団　慈恵会　新須磨病院　婦人科

谷内　麻子 庄司産婦人科　

谷口　憲 医療法人永世会　谷口眼科婦人科　婦人科

谷口　秀一 宮崎県立宮崎病院　産婦人科

谷口　武 医療法人定生会 谷口病院　　

谷口　実紀 林脳神経外科メディカルクリニック　婦人科

谷口　綾亮 つがる総合病院　産婦人科

谷村　悟 富山県立中央病院　産婦人科

谷和　光 たにわレディースクリニック　

田沼　史恵 社会福祉法人函館厚生院　函館中央病院　産婦人科

種市　明代 自治医科大学　産科婦人科学講座

田原　菜奈美 京都府立医科大学附属病院　産婦人科

田村　博史 山口県立総合医療センター　産婦人科

田村　充利 松本市立病院　産婦人科

多和田　利香 Fクリニック沖縄　婦人科

丹藤　伴江 独立行政法人国立病院機構弘前病院　産婦人科

知野　陽子 公立丹南病院　産婦人科

茶木　修 横浜労災病院　女性ヘルスケア部

張　士青 加藤レディスクリニック　

千代田　達幸 慶應義塾大学　医学部　産婦人科学教室

辻江　智子 市立豊中病院　産婦人科

巷岡　彩子 木場公園クリニック　

津田　明奈 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　産婦人科

津田　浩史 みずほ女性クリニック

土田　充 ベルランド総合病院　産婦人科

土屋　裕子 帝京大学医学部附属溝口病院　産婦人科

土屋　宏 京都中部総合医療センター　産婦人科

恒松　良祐 医療法人社団尚龢会　エンゼル病院　産婦人科

粒来　拓 綱島女性クリニック

坪倉　かおり 浜田医療センター　医療局産婦人科



手嶋　咲子 至誠会　梅田病院　産婦人科

弟子丸　亮太 東京都済生会中央病院　産婦人科

銕尾　聡子 医療法人佐世保晩翠会村上病院　産婦人科

寺井　義人 神戸大学　医学部　産科婦人科学教室

寺内　公一 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科 茨城県地域産科婦人科学講座

寺尾　雅子 　

寺川　耕市 関西電力病院　婦人科

寺西　絵梨 　

寺本　瑞絵 NTT東日本札幌病院　産婦人科

天神林　友梨 筑波大学附属病院　産婦人科

東條　義弥 医療法人ファインバース　やはたウィメンズクリニック　

堂地　勉 中江産婦人科

東堂　祐介 浜松医科大学　産婦人科

當眞　真希子 医療法人なしろ　名城病院　産婦人科

渡嘉敷　みど

り
地方独立行政法人　那覇市立病院　病院診療部 産婦人科

土岐　尚之 独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院　産婦人科

徳永　直樹 磐田市立総合病院　産婦人科

徳永　翠 鎌ヶ谷総合病院　

戸澤　晃子 聖マリアンナ医科大学　婦人科

戸田　有朱香 大阪大学医学部付属病院　産婦人科

土橋　義房 医療法人社団　さくら女性クリニック

富田　雅俊 富田産科婦人科クリニック

登村　友里 甲南医療センター　産婦人科

友延　尚子 九州大学病院　産婦人科

友延　寛 福岡赤十字病院　産婦人科

友利　俊一 医療法人祐の会　友利産婦人科　産婦人科

豊島　将文 日本医科大学　産婦人科

内藤　久美子 千葉大学医学部附属病院　糖尿病・代謝・内分泌内科

内藤　子來 大久保病院　産婦人科

永井　あや あやレディースクリニックat新都心駅前

永井　康一 横浜市立大学附属病院　産婦人科

長井　咲樹 順天堂大学医学部附属順天堂医院　産婦人科

永石　眞木 内幸町診療所　婦人科

永石　匡司 日本大学　医学部　産婦人科学



永井　美江 女性医療クリニックLUNA横浜元町　婦人科

長岡　美樹 宮益坂メリーレディースクリニック

仲尾　岳大 国立がん研究センター東病院　先端医療科

長尾　弘子 宗像水光会総合病院　産婦人科

長尾　充 町田市民病院　産婦人科

長尾　有佳里 名古屋大学医学部附属病院　産婦人科

長尾　百合子 都南産婦人科　産婦人科

中尾　佳史 新古賀病院　婦人科

中金　朗子 東京マザーズクリニック　産婦人科

中里　佐保子 医療法人都筑会つづきレディスクリニック　産婦人科

中澤　明里 東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科

長澤　亜希子 千葉大学医学部附属病院　周産期母性科

中澤　直子 東京警察病院　産婦人科

中澤　浩志 兵庫県立がんセンター　婦人科

永澤　侑子 聖マリアンナ医科大学東横病院　産婦人科

中島　文香 かがやきレディースクリニック藤沢

中島　泉

永瀬　智 山形大学　医学部　産婦人科教室

永田　知映 東京慈恵会医科大学　産婦人科学講座

永田　直紀 かば記念病院　産科

永田　のぞみ 湘南記念病院　婦人科

永田　英明 くがはらウィメンズクリニック

中田　真木 三井記念病院　産婦人科

永田　怜子 キッコーマン総合病院　産婦人科

長塚　正晃 昭和大学横浜市北部病院　産婦人科

中辻　友希 大手前病院　婦人科

中西　美恵 香川県立中央病院　産婦人科

中西　慶喜 JA広島総合病院　産婦人科

中野　瑛理 メディカルパーク湘南　産婦人科

中野　章子 しょうこ・女性クリニック　

中原　一成 九州大学病院　産婦人科

永原　健児 岐阜赤十字病院　産婦人科

永光　雄造 真木クリニック　産婦人科

中村　彬子 鉄鋼ビル丸の内クリニック　



中村　起代子 田辺レディースクリニック　

中村　圭一郎 岡山大学　産科・婦人科学教室

中村　智子 名古屋大学医学部附属病院　産婦人科

中村　朋美 済生会横浜市南部病院　産婦人科

中村　名律子 千葉大学医学部附属病院　婦人科

中村　奈津穂 市立ひらかた病院　産婦人科

中村　寛江 東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科

中村　泰昭 帝京大学ちば総合医療センター　産婦人科

中山　健 昭和大学藤が丘病院　産婦人科

中山　健太郎 島根大学医学部　産科婦人科

中山　毅 JA静岡厚生連 静岡厚生病院　産婦人科

中山　みどり 金沢大学医学部附属病院　産婦人科

那須　洋紀 大牟田市立病院　産婦人科

鍋田　基生 医療法人ヒューマンリプロダクション　つばきウイメンズクリニック

楢山　知紗 知産婦人科

成川　希 吉祥寺レディースクリニック　

成味　恵 浜松医科大学　産婦人科

成見　莉紗 自治医科大学附属病院　産婦人科

難波　聡 埼玉医科大学　産婦人科

二井　章太 白子ウィメンズホスピタル

新村　朋美 赤枝医院　産科・婦人科

仁儀　明納 伊勢赤十字病院　産婦人科

西井　修 帝京大学医学部附属溝口病院　産婦人科

西尾　永司 藤田医科大学　医学部　産婦人科教室

西岡　利泰 勤医協札幌病院　産婦人科

西岡　智子 すこやか女性クリニック

西岡　暢子 越谷市立病院　産科婦人科

西尾　真由子 あんずクリニック産婦人科　

西尾　幸浩 大阪警察病院　産婦人科

西ヶ谷　順子 東京共済病院　婦人科

西川　英樹 西宮渡辺病院　婦人科

西川　裕子 木場公園クリニック　

西子　裕規 名古屋大学附属病院　産婦人科

西澤　知佳 辻仲病院柏の葉　婦人科



西沢　美奈子 市立吹田市民病院　産婦人科

西田　恵子 筑波大学附属病院　産婦人科

西田　浩孝 厚生労働省　大臣官房厚生科学課　医政局医事課

西田　眞 福岡赤十字病院　産婦人科

西田　欣広 大分大学　医学部　産科婦人科学講座

西　洋孝 東京医科大学　産科婦人科学分野

西村　和朗 九州労災病院　産婦人科

西村　陽子 聖マリアンナ医科大学病院　産婦人科

新田　絵美子 香川大学　医学部　周産期学婦人科学

丹羽　優莉 陶生病院　産婦人科

沼崎　令子 メデイカルパーク湘南　産婦人科

沼　眞喜子 兵庫県立尼崎総合医療センター　内科 糖尿内分泌科

沼　美雪 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス　カラダテラス海老名　産婦人科

根岸　正実 根岸産婦人科小児科医院　

根木　玲子 国立循環器病研究センター　ゲノム医療支援部　遺伝相談室／産婦人科部

根本　泰子 静岡赤十字病院　産婦人科

野口　まゆみ 医療法人 西口クリニック婦人科　婦人科

野口　光代 JCHO佐賀中部病院　婦人科

野口　靖之 愛知医科大学　医学部　産婦人科教室

野口　唯 優ウイメンズクリニック　

野口　里枝 茨城西南医療センター病院　産婦人科

野崎　雅裕 野崎ウイメンズクリニック

野島　俊二 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター　産婦人科

能瀬　さやか ハイパフォーマンススポーツセンター　国立スポーツ科学センター

野田　あすか 千葉メディカルセンター　産婦人科

野田　穂寿美 のだ女性クリニック

能仲　智加 済生会三条病院　産婦人科

野々垣　多加

史
大阪赤十字病院　産婦人科

信永　美保 信永みほレディースクリニック

野村　哲哉 医療法人真心会　南草津野村病院　産婦人科

野村　可之 天王町レディースクリニック

橋本　和法 東京女子医科大学附属足立医療センター　産婦人科

橋元　粧子 高知大学医学部附属病院　産婦人科

橋本　友美 東京女子医科大学病院　産婦人科



蓮尾　敦子 みやむら女性のクリニック　

長谷川　清志 獨協医科大学　産婦人科

長谷川　千絵 　

長谷川　徹 富山市立富山市民病院　産婦人科

長谷川　芙美

子
長谷川産婦人科医院　

長谷川　裕子 筑波学園病院　産婦人科

長谷川　良実 MYメディカルクリニック大手町　産婦人科

波多野　香代

子
岐阜大学医学部附属病院　産科婦人科

八田　真理子 聖順会 ジュノ・ヴェスタ クリニック 八田　産婦人科

服部　早苗 東京医科歯科大学病院　周産・女性診療科

服部　信 堀病院　産婦人科

服部　奈緒 服部病院　婦人科

服部　昌美 PL東京健康管理センター　婦人科

服部　友香 大同病院　産婦人科

花田　哲郎 滋賀医科大学医学部附属病院　女性診療科

馬場　信一 社会医療法人博愛会 相良病院　乳腺科

馬場　七織 千葉メディカルセンター　産婦人科

羽生　裕二 千葉大学医学部附属病院　産婦人科

濱田　寛子 医療法人オリーブ会　はまだ産婦人科

濱田　佳伸 獨協医科大学埼玉医療センター　産科婦人科

濱野　恵美 新神戸ウェルネスクリニック　婦人科

浜野　愛理 AMS丸の内パレスビルクリニック　

林　伊緒 東海大学医学部付属病院　産婦人科

林　祥太郎 岐阜県立多治見病院　産婦人科

林　清士 はやし婦人クリニック　婦人科

林　巧 医療法人社団ゆほな会はやしたくみ女性クリニック

林田　弘美 千葉労災病院　産婦人科

林　千賀 医療法人社団益和会富谷医院　産婦人科

林　広典 医療法人社団わかば会　そらレディースクリニック　

林　正路 亀田総合病院　生殖医療科

林　優 東海大学　医学部　専門診療学系産婦人科

林　康子 医療法人社団康知会やすこレディースクリニック　

早田　季美恵 空の森クリニック　産婦人科

早田　裕 香川県立中央病院　産婦人科



羽山　友成 中川産科婦人科　

原　澄子 医療法人財団アドベンチスト会　東京衛生アドベンチスト病院　産婦人科

原田　敦 まつえ城下町レディースクリニック　

原田　佳世子 神戸アドベンチスト病院　産婦人科

原田　統子 トヨタ記念病院　不妊センター　ジョイファミリー科

原田　直哉 市立奈良病院　産婦人科

原田　美由紀 東京大学　産婦人科

原田　洋子 裾野赤十字病院　婦人科

針金　永佳 日本医科大学武蔵小杉病院　女性診療科・産科

針山　由美 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院　産婦人科

春田　祥治 奈良県西和医療センター　産婦人科

坂堂　美央子 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　産婦人科

日浅　佳奈 日浅レディースクリニック

東舘　紀子 　

東　理映子 済生会松阪総合病院　産婦人科

樋口　明日香 板橋中央総合病院　産婦人科

樋口　サキ 　

樋口　隆幸 新百合ヶ丘総合病院　産婦人科

樋口　毅 弘前大学大学院　保健学研究科 健康支援科学領域　障害保健学分野

久松　武志 久松マタニティークリニック

久本　浩司 医療法人聖和会　早川クリニック　

飛彈　修二 医療法人河内友紘会 河内総合病院　産婦人科

日野　有紀 小山嵩夫クリニック　

日原　華子 日原医院　

兵藤　博恵 フェニックスメディカルクリニック　産婦人科

平池　修 東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科

平尾　薫丸 国家公務員共済組合連合会　立川病院　産婦人科

平木　裕子 済生会長崎病院　産婦人科

平沢　晃 岡山大学大学院　医歯学総合研究科 臨床遺伝子医療学

平田　希 市立甲府病院　産婦人科

平野　奈保子 平野マタニティクリニック　

平野　茉来 帝京大学医学部附属病院　産婦人科

平林　絵里子 愛和病院　産婦人科

平原　裕也 横浜市立大学附属病院　産婦人科



平吹　知雄 小田原市立病院　産婦人科

平松　ゆり 大阪医科薬科大学　医学部　内科学Ⅳ教室

平光　史朗 鎌ヶ谷ARTクリニック　

蛭田　健夫 かしまレディースクリニック

廣木　恵理 山本クリニック　産婦人科

廣瀬　明日香 東京医科歯科大学病院　周産・女性診療科

廣瀬　一浩 慶愛病院　産婦人科

廣瀬　穂 東京医科大学病院　産科・婦人科

廣田　憲二 南港クリニック　産婦人科

広田　千絵 イワサクリニック　産婦人科

広田　千賀 公立宍粟総合病院　産婦人科

廣田　佳子 大川産婦人科病院　

深沢　瞳子 赤羽駅前女性クリニック／ピュールレディースクリニック錦糸町院

深澤　優美 赤心堂総合健診クリニック　

深谷　孝夫 杜の都産業保健会　一番町健診クリニック　産婦人科

福井　薫 宝塚かおるレディスクリニック

福岡　佳代 明理会東京大和病院　産婦人科

福島　愛 福岡徳洲会病院　産科婦人科

福田　亜紗子 佐賀大学医学部　産科婦人科

福田　香織 厚生連高岡病院　産婦人科

福田　真 福井赤十字病院　産婦人科

福田　貴則 湘南鎌倉総合病院　産婦人科

福中　香織 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院　産婦人科

福本　悟 小国病院　産婦人科

福本　俊 小国病院　産婦人科

藤井　肇 市立奈良病院　産婦人科

藤井　真紀 医療法人清慈会　鈴木病院　産婦人科

藤井　麻耶 京都府立医科大学附属病院　産婦人科

藤井　美穂 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院　女性診療科

藤江　道子 山梨厚生病院　婦人科

富士岡　隆 東広島記念病院　婦人科

藤島　淑子 川崎協同病院　産婦人科

冨士田　祥子 藤東クリニック　産婦人科

藤谷　真弓 医誠会病院　婦人科



藤縄　和代 藤縄産婦人科医院　

藤野　敬史 手稲渓仁会病院　産婦人科

藤村　尚代 松戸市立総合医療センター　医療安全局/診療局産婦人科

藤本　久美子 坂総合病院　産婦人科

藤本　次良 あま市民病院　婦人科

藤本　英夫 広島共立病院　婦人科

藤森　由香 医療法人ウェルビー　なかむらレディースクリニック

藤原　恵美子 長崎みなとメディカルセンター　産科・婦人科

藤原　多子 小牧市民病院　産婦人科

藤原　晴菜 三豊総合病院　産婦人科

藤原　道久 川崎医科大学総合医療センター　産婦人科

藤原　葉一郎 京都市立病院　産婦人科

伏木　淳 がん研有明病院　婦人科

札場　恵 市立岸和田市民病院　産婦人科

渕脇　泰介 舞浜クリニック　

舩山　由有子 宮城厚生協会　坂総合病院　産婦人科

冬城　高久 医療法人社団　冬城産婦人科医院　

古井　俊光 大垣市民病院　産婦人科

古川　佳容子 板橋中央総合病院　産婦人科

古川　正義 北里大学病院　産婦人科

古川　直人 三恵クリニック　婦人科

古谷　正敬 ローズレディースクリニック

星野　香 産業医科大学　産婦人科

干場　勉 石川県立中央病院　産婦人科

細井　延行 名鉄病院　婦人科

細川　久美子 福井県済生会病院　女性診療センター 産婦人科

細野　隆 金沢大学附属病院　産科婦人科

堀内　晶子 医療法人草生会　ほりうちレディースクリニック　

堀岡　敬子 東野産婦人科　産科婦人科

堀口　育代 香川県立中央病院　産婦人科

堀　慎一 医療法人慈桜会瀬戸病院　産婦人科

堀　新平 熊本赤十字病院　産婦人科

本城　晴紀 東京大学医学部附属病院　産婦人科

本庄　英雄 伏見桃山総合病院　



本多　泉 東京都立多摩総合医療センター　産婦人科

本多　加珠美 久留米大学　産婦人科学教室

本田　能久 東京ベイ・浦安市川医療センター　産婦人科

本田　倫子 帝京大学附属溝口病院　産婦人科

前田　英子 京都府立医科大学大学院　女性生涯医科学

前田　和則 フラワーベルクリニック　産婦人科

前田　悟郎 釧路赤十字病院　産婦人科

真壁　友子 東京大学医学部附属病院　産婦人科

牧　尉太 岡山大学大学院　医歯薬学総合研究所 産科婦人科学教室

牧瀬　裕恵 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター　婦人科

牧田　和也 牧田産婦人科医院　産婦人科

牧野　郁子 府中市民病院　産婦人科

牧野　浩充 医療法人仁泉会　みやぎ健診プラザ　

政廣　聡子 岡山医療センター　産婦人科

増田　健太郎 増田産婦人科　産婦人科

升田　博隆 医療法人 清和会 HMレディースクリニック銀座　

増田　美香子 東京医科歯科大学大学院　生殖機能協関学

増原　完治 兵庫県立西宮病院　産婦人科

桝谷　法生 医療法人社団愛慈会松本レディースクリニック　

増山　寿 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室

間瀬　徳光 工藤医院　産婦人科

間瀬　有里 東京ミッドタウンクリニック　婦人科

松井　寿美佳 徳島赤十字病院　産婦人科

松浦　拓人 亀田総合病院　産婦人科

松浦　宏美 JR東京総合病院　産婦人科

松浦　類 仙台医療センター　産婦人科

松江　陽一 独立行政法人　東京労災病院　産婦人科

松尾　泉 泉レディースクリニック　

松岡　理紗 大阪医科薬科大学健康科学クリニック　

松尾　精記 兵庫県立尼崎総合医療センター　産婦人科

松川　哲 岐阜県立多治見病院　産婦人科

松木　俊二 医療法人相生会福岡みらい病院　臨床研究センター

松木　貴子 ベルランド総合病院　　周産期センター 産婦人科

松澤　由記子 東北医科薬科大学病院　産婦人科



松下　克子 天理よろづ相談所病院　産婦人科

松下　宏 愛知医科大学　医学部　産婦人科

松田　万里子 こうむら女性クリニック

松田　美保 厚生中央病院　産婦人科

松田　雪香 角田記念　ちえこ・ゆきかレディースクリニック

松野　香苗 東京慈恵会医科大学　産婦人科

松野　忠明 海山レディースクリニック

松原　圭一 愛媛大学医学系研究科　地域小児・周産期学講座

松原　舞 日産厚生会　玉川病院　産婦人科

松村　聡子 代々木上原ウィメンズクリニック

松村　優子 順天堂大学　医学部　産婦人科

松本　加奈子 長崎大学病院　産婦人科

松本　佳余子 東京北医療センター　産婦人科

松本　桂子 川崎医科大学附属病院　産婦人科教室Ⅰ

松本　賢典 佐渡総合病院　産婦人科

松本　光司 昭和大学　医学部　産婦人科学講座

松本　智恵子 フィデスレディースクリニック田町　

松本　直樹 松本産婦人科医院　産婦人科

松本　典子 公立八鹿病院　産婦人科

松本　雅子 浜松医科大学　産婦人科学教室

松本　真理子 京都第一赤十字病院　産婦人科

松本　安代 大森産婦人科医院　

松本　有紀 足立病院　産婦人科

松本　良 川崎医科大学附属病院　産婦人科教室Ⅰ

松本　玲子 なのはなクリニック　産婦人科

松家　まどか 浜松医科大学医学部付属病院　　産婦人科学教室

松山　玲子 帝京大学医学部附属溝口病院　産婦人科

真鍋　麻美 麻美レディースクリニック　

丸岡　寛 大阪医科薬科大学　産婦人科

丸橋　和子 まるはし女性応援クリニック　

丸山　俊輔 医療法人社団　ハシイ産婦人科　産婦人科

丸山　哲夫 慶應義塾大学　医学部　産婦人科

丸山　英俊 三沢市立三沢病院　産婦人科

丸山　真弓 山形県立中央病院　産婦人科



三浦　清徳 長崎大学　医学部　産婦人科

三浦　生子 長崎大学　医学部　産科婦人科学教室

三浦　晶子 二条駅前　三浦内科クリニック　内科

三浦　康子 中通総合病院　産婦人科

三木　明徳 国際医療福祉大学成田病院　産科婦人科

三沢　昭彦 立正佼成会附属佼成病院　産婦人科

三島　就子 東京都立多摩総合医療センター　救急・総合診療センター 総合内科

三嶋　すみれ 独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院　産婦人科

三島　隆 札幌厚生病院　産婦人科

三島　みさ子 河北総合病院　産婦人科

水内　将人 みずうち産科婦人科

水口　雄貴 慶應義塾大学病院　産婦人科

水谷　美貴 JA神奈川厚生連相模原協同病院　産婦人科

水溜　絵津子 八木産婦人科医院

水野　輝子 ＪＡ愛知厚生連　江南厚生病院　産婦人科

三田尾　拡 久留米大学　医学部　産科婦人科学教室

三田尾　有美 新古賀病院　婦人科

光井　崇 岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　産科婦人科学教室

三橋　暁 獨協医科大学　産科婦人科　婦人科

三橋　祐布子 信州大学　医学部　産科婦人科学教室

光部　兼六郎 JA北海道厚生連　旭川厚生病院 　産婦人科

三戸　麻子 国立成育医療研究センター　周産期・母性診療センター 母性内科

南　佐和子 和歌山県立医科大学　産科婦人科 総合周産期母子医療センター

南谷　智之 総合大雄会病院　産婦人科

南　里恵 富山県立中央病院　産婦人科

宮井　健太郎 東部地域病院　婦人科

味八木　寿子 相良病院　腫瘍内科

宮国　泰香 江東病院　産婦人科

三宅　麻子 ベルランド総合病院　産婦人科

三宅　菜月 名古屋大学医学部附属病院　産婦人科

三宅　優美 南部病院　産婦人科

宮崎　綾子 吹田徳洲会病院　産婦人科

宮﨑　綾子 宮崎産婦人科　

宮崎　薫 医療法人社団暁慶会 はらメディカルクリニック　診療部



宮﨑　恭子 山崎医院　産婦人科

宮﨑　千恵子 医療法人社団萌生会　宮﨑クリニック　産婦人科

宮田　あかね 医療法人成春会花輪クリニック　健診センター

宮武　典子 東海大学医学部付属八王子病院　産婦人科

宮田　知子 井上善レディースクリニック　

宮谷　友香 徳島県立中央病院　産婦人科

宮地　清光 鶴見西口更年期リウマチ科クリニック　

宮原　正順 千葉きぼーるクリニック　婦人科

宮原　優子 東京女子医科大学附属成人医学センター　婦人科

宮原　陽 みやはらレディースクリニック

宮本　圭輔 鳥取大学医学部附属病院　女性診療科

宮本　純孝 さいたま赤十字病院　産婦人科

宮本　雄一郎 東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科

宮本　由記 総合青山病院　産婦人科

三好　ゆかり 市立伊丹病院　産婦人科

向井田　理佳 医療法人　麻美レディースクリニック

向　麻利 JA静岡厚生連　遠州病院　産婦人科

六鹿　正文 むしかレディースクリニック　

武者　稚枝子 稚枝子おおつきクリニック　産婦人科

村上　明弘 山陽小野田市民病院　産婦人科

村上　健太 村上病院　産婦人科

村上　節 滋賀医科大学　医学部　産科学婦人科学講座

村上　寛子 京都桂病院　緩和ケア科

村上　文洋 地方独立行政法人大牟田市立病院　産婦人科

村上　真由子 名古屋掖済会病院　産婦人科

村上　優美 　

村川　裕子 文京ガーデン女性クリニック

村越　誉 愛仁会　千船病院　産婦人科

村越　友紀 村越レディースクリニック

村越　行高 村越レディースクリニック

邨瀬　智彦 金山レディースクリニック

村田　薫 渋谷コアクリニック　婦人科

村田　周子 東京女子医科大学病院　産婦人科

村田　紘未 関西医科大学附属病院　産婦人科



村田　浩之 むらたレディースクリニック　

村松　慧子 　

村松　俊成 東海大学医学部附属八王子病院　産婦人科

銘苅　桂子 琉球大学病院　周産母子センター　産婦人科

望月　善子 医療法人もちづき女性クリニック

持丸　佳之 けいゆう病院　産婦人科

茂木　絵美 前橋赤十字病院　産婦人科

元島　成信 国立病院機構 小倉医療センター　産婦人科

百枝　幹雄 学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院　女性総合診療部

森井　裕子 末包クリニック　産婦人科

森川　香子 新潟市民病院　産婦人科

森崎　秋乃 第一東和会病院　産婦人科

森重　健一郎 大阪急性期・総合医療センター　

森　忍 医療法人鉄蕉会 亀田京橋クリニック　婦人科

森　泰輔 京都府立医科大学附属病院　産婦人科

森田　宏紀 甲南医療センター　産婦人科

森田　吉洋 東京女子医科大学附属足立医療センター　産婦人科

森　向日留 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　産婦人科

森　美妃 愛媛県立中央病院　産婦人科

森宗　愛菜 後藤レディースクリニック

森村　美奈 弘道会　なにわ生野病院　婦人科

森本　沙知 松戸市立総合医療センター　産婦人科

森山　明宏 大阪府済生会中津病院　産婦人科

森　裕紀子 北里大学東洋医学総合研究所　漢方診療部

矢追　正幸

柳下　正人 杉山産婦人科　

谷口　千津子 浜松医科大学　女性医師支援センター

谷口　久枝 ひなた女性クリニック

矢久保　和美 宇井レディースクリニック

安井　敏之 徳島大学大学院　医歯薬学研究部 生殖・更年期医療学分野

安江　朗 藤田医科大学　岡崎医療センター　婦人科

安江　育代 エナ女性クリニック日本橋　

安江　由起 清慈会鈴木病院　診療部　産婦人科

安岡　真理子 福岡記念病院　産婦人科



安田　勝彦 公益財団法人　安田記念医学財団　

安田　晶子 医療法人社団 産婦人科吉尾医院　

安田　立子 社会医療法人愛仁会千船病院　産婦人科

安永　牧生 佐賀県医療センター好生館　産婦人科

矢田　大輔 富士市立中央病院　産婦人科

八並　直子 佐賀県医療センター好生館　産婦人科

柳田　聡 東京国際大堀病院　婦人科

柳　華 華クリニック　

栁堀　厚 医療法人社団　厚友会　露仙堂クリニック　婦人科

柳本　茂久 フェリーチェレディースクリニック

矢野　阿壽加 洛和会音羽病院　産婦人科

矢野　哲 独立行政法人　東京山手メディカルセンター　産婦人科

矢野　直美 花みずきウィメンズクリニック吉祥寺　産婦人科

矢野　倫子 東京大学医学部附属病院　女性診療科

矢野　有貴 今泉産婦人科医院

八幡　哲郎 関塚医院　産婦人科

山内　和幸 公益社団法人 福岡医療団千鳥橋病院　産婦人科

山上　亘 慶應義塾大学　医学部　産婦人科学教室

山口　昌俊 宮崎大学　医学部　産婦人科学講座

山口　正博 市立札幌病院　産婦人科

山口　雅幸 新潟県立がんセンター新潟病院　婦人科

山口　瑞穂 藤沢市民病院　産婦人科

山口　稔 山口病院　

山口　淑恵 福岡記念病院　婦人科

山崎　友維 神戸大学医学部附属病院　産婦人科

山﨑　悠紀 高岡市民病院　産婦人科

山崎　玲奈 金沢大学　医学部　産婦人科

山下　衣里子 天の川レディースクリニック　

山下　修位 千葉徳洲会病院　婦人科

山城　貴恵 空の森クリニック　

山田　敦子 順天堂大学附属順天堂医院　産婦人科

山田　薫 聖隷予防検診センター　

山田　一貴 医療法人貴誕会　ENAレディースクリニック

山田　孝之 レディースクリニック山田産婦人科　



山谷　日鶴 山形市立病院済生館　産婦人科

山田　昌代 春木レディースクリニック

山田　真理子 まりこレディースクリニック横浜　

山田　満稔 慶應義塾大学　医学部　産婦人科学教室

山出　一郎 足立病院　産婦人科

大和　幸子 徳島県立三好病院　産婦人科

山中　紋奈 東京医科大学　産婦人科

山中　善太 船橋市立医療センター　産婦人科

山中　美樹子 パルモア病院　産婦人科

山西　恵 日本赤十字社和歌山医療センター　産婦人科

山内　敬子 山形大学医学部付属病院　産婦人科

山本(折出)

実咲
大阪大学　産科学婦人科学教室

山本　晶子 淀川キリスト教病院　健康管理増進センター 健康管理科

山本　かおり 長野赤十字病院　産婦人科

山本　哲史 徳島市民病院　産婦人科

山本　志緒理 岐阜大学医学部附属病院　産婦人科

山本　直子 厚生労働省　健康局健康課　地域保健室

山本　奈理 井上善レディースクリニック

山本　憲子 メディカルトピア草加病院　婦人科

山本　広子 新古賀病院　婦人科

山本　寄人 高知医療センター　婦人科

結城　浩良 黒部市民病院　産婦人科

劉　昌恵 大阪医科薬科大学　産婦人科学教室

横井　夏子 横井レディースクリニック

横尾　郁子 虎の門病院　産婦人科

横田　めぐみ 慶應義塾大学医学部　　産婦人科

横山　正俊 佐賀大学　医学部　産婦人科

横山　良仁 弘前大学　医学部　産科婦人科学教室

吉居　絵理 東京慈恵会医科大学　産婦人科

吉岡　郁郎 長野県立木曽病院　診療部　産婦人科

吉岡　愛 佐賀大学病院　産婦人科

善方　裕美 横浜市立大学 産婦人科 /  よしかた産婦人科

吉形　玲美 東京女子医科大学病院　産婦人科

芳川　裕美子 ベルランド総合病院　乳腺センター　産婦人科



吉越　信一 富山県立中央病院　産婦人科

吉崎　敦雄 矢内原医院　

吉澤　順子 辻クリニック　産婦人科

吉田　惠美子 順天堂大学附属順天堂病院　産婦人科

吉田　加奈子 徳島大学大学院　医歯薬研究部 産科婦人科

吉武　朋子 社会医療法人恵愛会　大分中村病院　産婦人科

吉田　純子 善仁会　総合健診センターヘルチェック　診療部

吉田　昭三 大阪暁明館病院　産婦人科

吉田　卓功 済生会横浜市東部病院　産婦人科

吉田　隆之 山形市立病院済生館　産婦人科

吉田　麻里子 とよた美里レディースクリニック　

吉田　義弘 東京品川病院　産婦人科

吉永　光希 京野アートクリニック高輪　婦人科

吉野　育典 がん・感染症センター都立駒込病院　婦人科

吉丸　真澄 医療法人社団真久会　吉丸女性ヘルスケアクリニック

吉満　輝行 がん研究会有明病院　産婦人科

吉村　明彦 市立貝塚病院　産婦人科

吉村　志帆 さがらレディースクリニック

吉村　嘉広 北里大学病院　産婦人科

吉山　賢一 医療法人　北原医院　

吉原　ちさと 窪谷産婦人科　

與那嶺　尚絵 沖縄協同病院　産婦人科

與那嶺　正行 国際親善総合病院　産婦人科

米澤　理可 厚生連高岡病院　産婦人科

米田　智子 福岡県済生会福岡総合病院　産婦人科

米田　直人 よねだレディースクリニック

寄木　香織 京都府立医科大学大学院　女性生涯医科学

李　龍姫 国際親善総合病院　産婦人科

若槻　明彦 愛知医科大学　医学部　産婦人科学教室

若原　文世 つつじが丘ウィメンズクリニック　

若原　靖典 つつじが丘ウィメンズクリニック　

若山　嘉佑子 東京ベイ・浦安市川医療センター　診療部 産婦人科

脇川　晃子 医療法人三慧会HORACグランフロント大阪クリニック　産婦人科

脇ノ上　史朗 済生会滋賀県病院　産婦人科



脇本　剛 医療法人　脇本産婦人科　産婦人科

脇本　哲 大阪母子医療センター　産科

和田　杏子 加賀市医療センター　産婦人科

和田　俊朗 宮崎善仁会病院　婦人科

渡辺　綾子 茶屋町レディースクリニック　

渡邉　善 東北大学病院　周産母子センター

渡邉　文則 渡辺医院　

渡邊　舞 仙台駅前婦人科クリニック

渡邊　理子 日本赤十字社医療センター　産婦人科

渡部　百合子 中部労災病院　産婦人科

渡辺　洋子 つくだ町産婦人科医院　

渡邊　良嗣 福岡山王病院　産婦人科

松木　貴彦 九州歯科大学　歯学部　歯学科

飯岡　由紀子 公立大学法人埼玉県立大学　大学院保健医療福祉学研究科

江藤　亜矢子 小山嵩夫クリニック　

小松　浩子 日本赤十字九州国際看護大学　

松本　真奈美 株式会社JUMOKU

河端　恵美子 了徳寺大学　健康科学部　看護学科

髙橋　眞理  順天堂大学医療看護学部／文京学院大学看護学研究科

吉沢　豊予子 関西国際大学　保健医療学部看護学科 成育看護学分野　母性看護学領域

秋吉　美穂子 文教大学　健康栄養学部

加藤　清子 東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科 生殖機能協関学

【女性ヘルスケア専門管理栄養士】2名

【女性ヘルスケア専門歯科医】1名

【女性ヘルスケア専門看護師】4名

【女性ヘルスケア専門助産師】3名



岩下　弘美 有限会社エスティバン あすなろ薬局　

植松　和子 社会福祉法人 済生会 本部　

内山　成人 大塚製薬株式会社佐賀栄養製品研究所　

香西　祥子 JA香川厚生連　屋島総合病院

西勝　和枝 大塚製薬株式会社

松原　爽 一般社団法人女性の健康とメノポーズ協会　

宮原　富士子 NPO法人HAP （Healthy Aging Projects for Women)　

米屋　未紀子 東京逓信病院　薬剤部

若林　由香子  NPO法人HAP （Healthy Aging Projects for Women)　

脇屋　明彦 医療法人栄心会　さかえ内科クリニック　

三羽　良枝 公益社団法人女性の健康とメノポーズ協会　

【女性ヘルスケア専門薬剤師】10名

【女性ヘルスケア専門相談員】1名


