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認定番号 氏名 施設名

001 網野一真 諏訪赤十字病院

002 安藤智子 名古屋第一赤十字病院 

003 石川智則 東京医科歯科大学

004 板谷雪子 埼玉医科大学総合医療センター

005 井上朋子 HORACグランフロント大阪クリニック

006 岩端秀之 聖マリアンナ医科大学

007 植田　彩 県立広島病院

008 大八木知史 JCHO大阪病院

009 岡本恵理 英ウィメンズクリニック

010 小野政徳 金沢大学附属病院

011 片桐由起子 東邦大学医療センター大森病院

012 鴨下桂子 東京慈恵会医科大学病院

013 川井清考 亀田IVFクリニック幕張

014 河野康志 大分大学医学部

015 北島道夫 長崎大学病院

016 小泉智恵 獨協医科大学埼玉医療センター

017 鮫島浩輝 埼玉医科大学総合医療センター

018 重松幸佑 埼玉医科大学総合医療センター

019 柴原浩章 兵庫医科大学

020 白石絵莉子 東京慈恵会医科大学病院

021 杉下陽堂 聖マリアンナ医科大学

022 杉本公平 獨協医科大学埼玉医療センター

023 鈴木　直 聖マリアンナ医科大学

024 髙井　泰 埼玉医科大学総合医療センター

025 高江正道 聖マリアンナ医科大学

026 竹中基記 岐阜大学医学部附属病院

027 立花眞仁 東北大学病院
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028 眞田佐知子 足立病院　生殖内分泌医療センター

029 筒井建紀 JCHO大阪病院

030 詠田由美 アイブイエフ詠田クリニック

031 那須明美 山陽学園大学 看護学部

032 原　鐵晃 県立広島病院

033 原田美由紀 東京大学 医学部

034 福田愛作 IVF大阪クリニック

035 福田雄介 東邦大学医療センター大森病院

036 藤岡聡子 IVF大阪クリニック

037 藤島由美子 越田クリニック

038 古井辰郎 岐阜大学大学院医学系研究科

039 堀江昭史 京都大学医学部附属病院

040 村上直子 なかむらレディースクリニック

041 森田峰人 東邦大学医療センター大森病院

042 山口和香佐 俵IVFクリニック

043 米村雅人 国立がん研究センター東病院

044 脇本　裕 兵庫医科大学病院

045 和田伸子 横浜市立大学附属市民総合医療センター

046 渡邊知映 昭和大学 保健医療学部

047 今中聖悟 ミズクリニックメイワン

048 大石杉子 琉球大学病院

049 尾形留美 斗南病院

050 小川達之 山梨大学 医学部

051 越智将航 京都アートクリニック高輪

052 梶山広明 名古屋大学医学部附属病院

053 茅橋佳代 金沢大学附属病院

054 矢神智美 東京大学医学部附属病院

055 有川淑恵 東京医科歯科大学

056 伊東雅美 富山大学附属病院

057 稲川早苗 東京慈恵会医科大学附属病院

058 岩佐　武 徳島大学病院



059 岩端威之 獨協医科大学埼玉医療センター

060 宇都宮智子 うつのみやレディースクリニック

061 太田　健 青森県立中央病院

062 大野田晋 獨協医科大学埼玉医療センター

063 岡田英孝 関西医科大学

064 荻田和子 獨協医科大学埼玉医療センター

065 勝佳奈子 IVFなんばクリニック

066 門上大祐 IVFなんばクリニック

067 川崎彰子 筑波大学医学系産科婦人科（筑波大学付属病院）

068 北川雅一 神奈川県立がんセンター

069 木村文則 滋賀医科大学

070 楠原淳子 東京慈恵会医科大学附属病院

071 桑原　章 レディスクリニックコスモス

072 香城恒麿 JA北海道厚生連　札幌厚生病院

073 小島康幸 聖マリアンナ医科大学

074 志賀尚美 東北大学病院

075 下西祥子 IVF大阪クリニック

076 高橋三奈 四国がんセンター

077 竹島徹平 横浜市立大学附属市民総合医療センター

078 田村博史 山口大学大学院医学系研究科

079 寺田幸弘 秋田大学医学部附属病院

080 時光亜希子 信州大学医学部

081 西山康之 福岡和白病院

082 畑　景子 県立広島病院

083 花田哲郎 滋賀医科大学医学部附属病院

084 原田枝美 大分大学医学部附属病院

085 福原理恵 弘前大学医学部附属病院

086 逸見博文 斗南病院

087 前沢忠志 三重大学医学部附属病院

088 前田あかね 弘前大学医学部附属病院

089 三宅菜月 名古屋大学医学部附属病院



090 森　悠樹 筑波大学附属病院

091 安岡稔晃 愛媛大学医学部附属病院

092 吉村章代 愛知県がんセンター

093 蘆澤正弘 自治医科大学附属病院

094 有賀智之 東京都立駒込病院

095 池見亜也子 筑波大学附属病院

096 井上鈴奈 埼玉医科大学国際医療センター

097 今井　伸 聖隷浜松病院

098 上地由美 信州大学医学部附属病院

099 臼井健人 リプロダクションクリニック東京

100 枝元直子 一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院

101 大木麻喜 山梨大学医学部

102 大須賀智子 名古屋大学医学部附属病院

103 太田邦明 東京労災病院

104 岡本　一 筑波学園病院

105 落合阿沙子 順天堂大学医学部附属順天堂医院

106 樫野千明 岡山大学病院

107 菊地裕幸 仙台ARTクリニック

108 北　直喜 筑波学園病院

109 北野裕子 三重大学医学部附属病院

110 小島真奈美 埼玉医科大学国際医療センター

111 後藤真紀 岡崎市民病院　

112 小室雅人 国立研究開発法人国立国際医療研究センター

113 小森一寿 長野県立こども病院

114 齋藤　豪 札幌医科大学附属病院

115 酒本あい 三宅医院

116 佐藤衣里 埼玉医科大学国際医療センター

117 佐藤真貴子 筑波大学附属病院

118 鈴木聡史 医療法人財団順和会山王病院

119 鈴木達也 自治医科大学

120 瀧内　剛 大阪大学大学院医学系研究科



121 田﨑亜希子 淡海医療センター

122 谷口　憲 谷口眼科婦人科

123 茅原　誠 医療法人社団恵和会ミアグレースクリニック新潟

124 中津川智子 都立駒込病院

125 中村　希 聖路加国際病院

126 中村康彦 山口県立総合医療センター

127 馬場　剛 札幌医科大学

128 伴田美佳 大阪大学医学部附属病院

129 日置三紀 滋賀医科大学医学部附属病院（薬剤部）

130 藤田智之 久留米大学病院

131 星るり子 横浜市立大学附属市民総合医療センター

132 松岡麻理 医療法人越田クリニック

133 松山毅彦 厚仁病院

134 水本泰成 金沢大学附属病院

135 三井由加子 川口市立医療センター

136 宮地　充 京都府立医科大学附属病院

137 村上幸祐 近畿大学病院

138 森重健一郎 大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター

139 矢野浩史 医療法人矢野産婦人科

140 矢吹みどり 埼玉医科大学国際医療センター

141 和田　篤 筑波学園病院

142 渡邉　善 東北大学病院


