
都道府県 ⽒名 ふりがな 勤務先
北海道 浅野 明恵 あさの あきえ 医療法⼈社団 神⾕レディースクリニック
北海道 越後 恵美 えちご めぐみ 医療法⼈社団 神⾕レディースクリニック
北海道 太⽥ 有美 おおた ゆうみ 医療法⼈社団 神⾕レディースクリニック
⻘森県 前⽥ あかね まえだ あかね 弘前⼤学医学部附属病院
宮城県 阿部 美喜 あべ みき 妊活応援助産院ぷらすわん
宮城県 佐藤 有理 さとう ゆり かんとうクリニック
宮城県 髙橋 恵美⼦ たかはし えみこ 東北⼤学病院
宮城県 濱⽥ 結実 はまだ ゆみ スズキ記念病院
⼭形県 佐藤 ゆかり さとう ゆかり ⼭形⼤学医学部附属病院
茨城県 澤辺 ⿇⾐⼦ さわべ まいこ つくば⽊場公園クリニック
群⾺県 岡崎 友⾹ おかざき ゆか JCHO群⾺中央総合病院
埼⽟県 ⻘⼭ 京⼦ あおやま きょうこ 埼⽟医科⼤学総合医療センター
埼⽟県 猪股 恵美⼦ いのまた えみこ 医療法⼈陽向会あらかきウィメンズクリニック
埼⽟県 松⽥ 光枝 まつだ みつえ 医療法⼈  慈正会 丸⼭記念総合病院
埼⽟県 ⼭本 弥⽣ やまもと やよい おおのたウィメンズクリニック 埼⽟⼤宮
千葉県 勝⼜ 由美 かつまた ゆみ 東邦⼤学医療センター佐倉病院
千葉県 ⽑利 正枝 もうり まさえ 誠馨会 千葉メディカルセンター
千葉県 吉野 有希⼦ よしの ゆきこ 千葉⼤学医学部付属病院
東京都 安宅 ⼤輝 あたぎ だいき 東邦⼤学医療センター⼤森病院
東京都 荒⽊ 依理 あらき えり リプロダクションクリニック東京
東京都 有川 淑恵 ありかわ よしえ 東京医科⻭科⼤学病院
東京都 安藤 浩⼦ あんどう ひろこ 銀座レディースクリニック
東京都 ⽷川 優⼦ いとかわ ゆうこ 医療法⼈社団 楠原ウィメンズクリニック
東京都 稲川 早苗 いながわ さなえ 東京慈恵会医科⼤学附属病院
東京都 宇佐美 恵⼦ うさみ けいこ 三軒茶屋ウィメンズクリニック
東京都 櫻井 恭⼦ さくらい きょうこ 順天堂医院
東京都 ⽥中 敦⼦ たなか あつこ 京野アートクリニック⾼輪
東京都 ⽥村 和美 たむら かずみ ウィメンズ・クリニック⼤泉学園
東京都 永野 妙⼦ ながの たえこ 東邦⼤学医療センター⼤森病院
東京都 中村 希 なかむら のぞみ 聖路加国際病院
東京都 楢崎 ⾥美 ならざき さとみ 昭和⼤学病院
東京都 ⻄岡 有可 にしおか ゆか 東京HARTクリニック
東京都 野舘 望 のだて のぞみ 桜⼗字ウィメンズクリニック渋⾕
東京都 林 博⼦ はやし ひろこ 加藤レディスクリニック
東京都 林崎 優⼦ はやしざき ゆうこ 東京医科⼤学病院
東京都 廣川 忍 ひろかわ しのぶ
東京都 松⽥ ゆかり まつだ ゆかり
東京都 ⽮神 智美 やがみ ともみ 国⽴⼤学法⼈ 東京⼤学医学部附属病院
東京都 ⽶倉 あゆみ よねくら あゆみ 東邦⼤学医療センター⼤森病院
神奈川県 栗城 かつみ くりき かつみ 恩賜財団 済⽣会横浜市東部病院
神奈川県 ⼩林 祐⼦ こばやし ゆうこ 医療法⼈社団樹慶会 神奈川レディースクリニック
神奈川県 佐野 好美 さの よしみ 横浜市⽴⼤学付属市⺠総合医療センター
神奈川県 ⿃光 陽⼦ とりみつ ようこ
神奈川県 新妻 知美 にいつま ともみ
神奈川県 星 るり⼦ ほし るりこ 横浜市⽴⼤学附属 市⺠総合医療センター
神奈川県 ⼭本 志奈⼦ やまもと しなこ 聖マリアンナ医科⼤学病院
神奈川県 遊佐 浩⼦ ゆさ ひろこ 北⾥⼤学病院
新潟県 ⻑⾕川 久美⼦ はせがわ くみこ ミア グレースクリニック新潟
⼭梨県 両⾓ 未央 もろずみ みおう このはな産婦⼈科
⻑野県 上地 由美 うえち ゆみ 信州⼤学医学部附属病院
⻑野県 篠原 宏枝 しのはら ひろえ ⻑野市⺠病院
⻑野県 宮澤 ⾹代⼦ みやざわ かよこ ＪＡ⻑野厚⽣連南⻑野医療センター篠ノ井総合病院
静岡県 ⼤⽯ 友美 おおいし ともみ いながきレディースクリニック
静岡県 澤野 さおり さわの さおり 医療法⼈社団 俵IVFクリニック
愛知県 加藤 佳代⼦ かとう かよこ 名古屋第⼆⾚⼗字病院
愛知県 ⼩池 弘⼦ こいけ ひろこ まるたARTクリニック
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都道府県 ⽒名 ふりがな 勤務先
愛知県 近藤 悦⼦ こんどう えつこ 医療法⼈格医会 可世⽊婦⼈科ARTクリニック
愛知県 塩沢 直美 しおざわ なおみ
愛知県 髙須 初恵 たかす はつえ 社会医療法⼈財団新和会 ⼋千代病院
愛知県 吉川 典⼦ よしかわ のりこ トヨタ記念病院
愛知県 若林 加菜⼦ わかばやし かなこ 名古屋市⽴⼤学病院
三重県 佐奈 美佳 さな みか
三重県 ⻑⾕ 充⼦ はせ あつこ
⼤阪府 上⽥ 聡代 うえだ さとよ 北摂助産院
⼤阪府 ⼩松原 千暁 こまつばら ちあき 医療法⼈三慧会 IVF⼤阪クリニック
⼤阪府 ⻄尾 京⼦ にしお きょうこ 扇町レディースクリニック
⼤阪府 橋上 英⼦ はしがみ ひでこ 医療法⼈定⽣会 ⾕⼝病院
⼤阪府 藤島 由美⼦ ふじしま ゆみこ 医療法⼈ 越⽥クリニック
⼤阪府 ⼭本 和江 やまもと かずえ 医療法⼈愛⽣会 扇町ＡＲＴレディースクリニック
兵庫県 ⽯岡 伸⼦ いしおか のぶこ 公⽴学校共済組合近畿中央病院
兵庫県 ⼩⻄ 真千⼦ こにし まちこ 神⼾市⽴医療センター中央病院
兵庫県 地⼦給 志乃 じしきゅう しの 神⼾元町夢クリニック
兵庫県 難波 未来 なんば みき ようこレディースクリニック
兵庫県 松本 豊美 まつもと とよみ 兵庫医科⼤学病院
兵庫県 ⼭下 直美 やました なおみ 神⼾⼤学医学部附属病院
奈良県 阿⽐留 のり代 あびる のりよ 医療法⼈平治会 ASKAレディースクリニック
島根県 永島 百合⼦ ながしま ゆりこ 内⽥クリニック
岡⼭県 ⼤⽉ 順⼦ おおつき じゅんこ 医療法⼈社団 岡⼭⼆⼈クリニック
岡⼭県 定本 幸⼦ さだもと さちこ 岡⼭⼆⼈クリニック
広島県 植⽥ 彩 うえだ あや 県⽴広島病院
福岡県 内⼭ 陽⼦ うちやま ようこ 医療法⼈社団⾼邦会 ⾼⽊病院
福岡県 久保島 美佳 くぼじま みか 蔵本ウイメンズクリニック
福岡県 古賀 利⼦ こが としこ 医療法⼈社団 ⾼邦会⾼⽊病院
福岡県 松尾 則⼦ まつお のりこ 井上善レディ―スクリニック
福岡県 村上 貴美⼦ むらかみ きみこ 医療法⼈ 蔵本ウイメンズクリニック
⼤分県 藥師寺 しおり やくしじ しおり セント・ルカ産婦⼈科
宮崎県 橋村 富⼦ はしむら とみこ
沖縄県 ⼤嶺 美幸 おおみね みゆき 社会医療法⼈ 豊⾒城中央病院

以上88名
（五⼗⾳順・敬称略）


