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北海道 池田　詩子 国家公務員共済組合連合会　斗南病院 http://www.tonan.gr.jp/

北海道 蛯名　紀子 ルミネレディースクリニック http://www.lumine-clinic.com/index.html

北海道 蝦名　康彦 市立札幌病院 https://www.city.sapporo.jp/hospital/

北海道 木村　美帆 エナ大通クリニック http://www.ena-odori.com/

北海道 草薙　鉄也 草薙レディースクリニック http://klc-kusanagi.sakura.ne.jp/index.html

北海道 桑原　道弥 札幌厚生病院 https://www.dou-kouseiren.com/byouin/sapporo/

北海道 香城　恒麿 札幌厚生病院 https://www.dou-kouseiren.com/byouin/sapporo/

北海道 三國　雅人 札幌厚生病院 http://www.dou-kouseiren.com/byouin/sapporo/

北海道 齊藤　学 （公財）ＰＨＲＦ 札幌商工診療所 https://www.phrf.jp/health/

北海道 鈴木　孝浩 円山レディースクリニック https://maruyama-ladies.com/

北海道 鈴木　美和 円山レディースクリニック https://maruyama-ladies.com/

北海道 寺本　瑞絵 NTT東日本札幌病院 https://www.ntt-east.co.jp/smc/

北海道 長多　正美 ＪＲ札幌病院 https://hospital.jrhokkaido.co.jp/

北海道 野田　雅也 のだレディースクリニック http://noda-l-c.com/

北海道 晴山　仁志 札幌マタニティ・ウィメンズ　ＪＲタワークリニック http://www.smwh.or.jp/information/jrtower.html

北海道 三橋　裕一 （医）みぶな会　産科・婦人科ひなたクリニック http://hinataclinic.com/

北海道 髙後　裕匡 札幌マタニティ・ウィメンズホスピタル http://www.smwh.or.jp/

北海道 小林　範子 北海道大学病院 http://www.huhp.hokudai.ac.jp/

北海道 佐藤　まり子 エムズレディースクリニック http://ms-ladiesclinic.com/

北海道 佐野　敬夫 朋佑会　札幌産科婦人科 https://houyukai-sapporo.com/

北海道 黒木　勝円 育愛会　札幌東豊病院 http://www.toho-hosp.or.jp/

北海道 菅原　正樹 育愛会　札幌東豊病院 http://www.toho-hosp.or.jp/

北海道 渡邊　行朗 育愛会　札幌東豊病院 http://www.toho-hosp.or.jp/

北海道 西岡　利泰 勤医協札幌病院 http://www.satsubyo.com/

北海道 伊藤　翼 自衛隊札幌病院 https://www.mod.go.jp/gsdf/nae/hosp/

北海道 木村　広幸 北海道医療センター https://hokkaido-mc.hosp.go.jp/

北海道 佐藤　智子 医療法人社団　ともこレディースクリニック http://www.tomoko-ladies.dr-clinic.jp/

北海道 武田　真光 ペルル女性クリニック https://perle-ladies.com/

北海道 寺澤　勝彦 札幌西レディースクリニック http://www.nishiladies.com/

北海道 深澤　けい子 ふかざわ病院 http://www.fukazawa-hp.jp/index.html

北海道 小葉松　洋子 湯の川女性クリニック http://yunokawa-jc.com/

北海道 土橋　義房 さくら女性クリニック http://sakuracl-chitose.com/index.html

北海道 加藤　育民 旭川医科大学病院 http://www.asahikawa-med.ac.jp/

北海道 横浜　祐子　 旭川医科大学病院 http://www.asahikawa-med.ac.jp/

北海道 千石　一雄 森産科婦人科病院 http://mori-hosp.jp/

北海道 和田　博司 和田産婦人科医院 http://potato.hokkai.net/~wada/

北海道 岡村　直樹 市立釧路総合病院 http://www.kushiro-cghp.jp/

北海道 西村　誠 くしろレディースクリニック http://kushiro-ladies.jp/

北海道 山口　辰美 釧路赤十字病院 http://www.kushiro.jrc.or.jp/

北海道 森脇　征史 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 https://www.dou-kouseiren.com/byouin/obihiro/

北海道 田中　信一 プリモウィメンズクリニック http://www.primo-st.com/index.php

北海道 北村　晋逸 名寄市立総合病院 http://www.nayoroch.jp/

北海道 三好　正幸 みよしレディースクリニック

北海道 早川　和彦 JA北海道厚生連 倶知安厚生病院 https://www.dou-kouseiren.com/byouin/kutchan/

北海道 小松　孝之 未幌町立国民健康保険病院 http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2014082000023/

青森県 尾﨑　浩士 青森県立中央病院 http://aomori-kenbyo.jp/

青森県 重藤　龍比古 青森県立中央病院 http://aomori-kenbyo.jp/

青森県 淵之上　康平 青森県立中央病院 http://aomori-kenbyo.jp/

青森県 平岡　友良 あおもり協立病院 http://www.aomori-h-coop.com/kyoritsu/

青森県 千歳　和哉 千歳産婦人科医院 なし

青森県 大石　舞香 弘前大学医学部附属病院 http://www.med.hirosaki-u.ac.jp/hospital/

青森県 樋口　毅 弘前大学医学部附属病院 http://www.med.hirosaki-u.ac.jp/hospital/

青森県 大橋　正俊 鳴海病院健診センター http://www.narumihospital.or.jp/top/top.htm

青森県 齋藤　美貴 津軽保健生活協同組合　健生病院 http://www.kensei-hp.jp/

青森県 坂本　知巳 婦人科さかもとともみクリニック http://www.sakamoto-t-clinic.jp/

青森県 鈴木　洋一郎 メーラ．レディスクリニック http://mela-lc.com/

青森県 田村　一朗 いちろうクリニック http://www.ichiro-clinic.com/

青森県 丹藤　伴江 独立行政法人国立病院機構　弘前病院 http://www.aoi-mori.net/~hirosaki/

青森県 石原　佳奈 むつ総合病院 http://www.hospital-mutsu.or.jp/

青森県 片桐　清一 三戸中央病院 http://www.sannohe-hp.jp/

青森県 冨浦　一行 十和田市立中央病院 http://www.hp-chuou-towada.towada.aomori.jp/

青森県 増田　満枝 増田病院 http://www.masuda-med.jp/clinic.html

青森県 松本　貴 黒石病院 http://hospital-kuroishi.jp/

岩手県 井筒　直子 孝仁病院 http://www.kojin-hp.jp/

岩手県 葛西　真由美 岩手県立中央病院 http://www.chuo-hp.jp/

岩手県 鈴木　博 岩手県立中央病院 http://www.chuo-hp.jp/

岩手県 西島　光茂 医療法人緑生会　西島産婦人科医院 http://nishijima-cl.byoinnavi.jp/pc/index.html

岩手県 佐藤　健 佐藤健レディースクリニック http://www.satoken-ladies-clinic.com/

岩手県 畑山　寿緒 畑山レディスクリニック https://hatayama-ladiescl.net/

岩手県 村井　正俊 村井産婦人科 https://murai-sanfujinka.jp/

岩手県 今井　俊彦 今井産婦人科内科クリニック

岩手県 吉田　耕太郎 産科婦人科吉田医院 http://www.yoshidaiin.com/

岩手県 岩動　ちず子 岩手医科大学附属病院 http://www.iwate-med.ac.jp/hospital/

岩手県 小山　理恵 岩手医科大学附属病院 http://www.iwate-med.ac.jp/hospital/

岩手県 川村　花恵 岩手医科大学附属病院 http://www.iwate-med.ac.jp/hospital/

岩手県 寺田　幸 岩手医科大学附属病院 http://www.iwate-med.ac.jp/hospital/

岩手県 松田　壮正 盛岡赤十字病院 http://www.morioka.jrc.or.jp/

岩手県 松井　正之 松井産婦人科医院

岩手県 菅原　千裕 岩手県立大船渡病院 http://oofunato-hp.com/

岩手県 秋元　義弘 岩手県立中部病院 http://chubu-hp.com/

岩手県 小山　俊司 恩賜財団済生会 北上済生会病院 http://www.saiseikai-hp.or.jp/

岩手県 竹下　敏光 竹下医院 http://www.takesita-iin.com/index.html

岩手県 野田　隆二 産婦人科野田 http://san-noda.jp/

岩手県 小見　英夫 小見レディースクリニック https://omi.oshushi.com/

岩手県 塚谷　栄紀 医療法人朔北会　塚谷医院 https://www.tsukatani-cl.jp/

宮城県 北野原　正高 きたのはら女性クリニック http://www.kitanohara.com

宮城県 鬼怒川　知香 鬼怒川産婦人科女性内科医院 http://www.kinugawasanfujinka.jp/

宮城県 鬼怒川　博久 鬼怒川産婦人科女性内科医院 http://www.kinugawasanfujinka.jp/

宮城県 鈴木　卓 杜のレディースクリニック http://www.morinojyosei.jp/

宮城県 遠藤　俊 仙台市立病院

宮城県 高橋　真 桜ヒルズウィメンズクリニック http://www.sh-wsc.com

宮城県 千葉　真紀子 メリーレディースクリニック http://www.mary-lc.jp/index.html

宮城県 深谷　孝夫 杜の都産業保健会　一番町健診クリニック https://www.sendaikenshin.jp/

宮城県 湊　純子 東北大学病院 http://www.hosp.tohoku.ac.jp/

宮城県 森　俊彦 森ウイメンズクリニック http://www.medical-square.com/mori/

宮城県 上原　茂樹 東北公済病院 http://www.tohokukosai.com/

宮城県 星合　香 東北公済病院 http://www.tohokukosai.com/

宮城県 大橋 一夫 イムス明理会仙台総合病院 http://www.hospital.japanpost.jp/sendai/

宮城県 古賀　詔子 婦人科クリニック古賀 http://sykokoga.ec-net.jp/

宮城県 長池　文康 長池産婦人科 http://www.nagaike-clinic.com/

宮城県 東岩井 久 仙台市総務局厚生課健康管理室（産業医）

宮城県 片桐　未希子 仙台ARTクリニック http://www.sendai-art-cl.jp/

宮城県 濱崎　洋一 はまざきウィメンズクリニック http://www.myclinic.ne.jp/hama3711/pc/

宮城県 箕浦　純子 キッズクリニック田子 http://kc-tago.com/

宮城県 村口　喜代 医療法人社団村口きよ女性クリニック http://www.muraguchikiyo-wclinic.or.jp

宮城県 角田　千恵子 角田記念ちえこ・ゆきかレディースクリニック https://chiekoyukika.com/

宮城県 安達　信博

宮城県 早坂　篤 仙台市立病院 https://hospital.city.sendai.jp/

宮城県 千坂　泰 仙台赤十字病院 http://www.sendai.jrc.or.jp/

宮城県 岡村　けい子 岡村婦人科クリニック

宮城県 高屋　りさ しらゆりクリニック http://shirayuriclinic.sakura.ne.jp/index.html

宮城県 阿部　洋一 あべクリニック産科婦人科 http://www.abeclinic.net/

宮城県 川村　尚道 川村産婦人科医院



宮城県 藤田　信弘 地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立がんセンター http://www.miyagi-pho.jp/mcc/

宮城県 佐藤　滋 洞口・佐藤クリニック

宮城県 佐々木　宏子 スズキ記念病院 http://www.suzukihp.or.jp/

宮城県 谷川原　真吾 スズキ記念病院 http://www.suzukihp.or.jp/

宮城県 廣木　恵理 山本クリニック http://www.yamamoto-gni.jp/

宮城県 田中　耕平 スズキ記念病院 http://www.suzukihp.or.jp/

宮城県 町田　幸雄 岩沼クリニック

宮城県 相良　守峰 公益社団法人　地域医療振興協会　公立黒川病院 http://www.jadecom.or.jp/jadecomhp/kurokawa/html/index.html

宮城県 酒井　安子 やすこ女性クリニック http://yasuko-cli.jp/

宮城県 林　千賀 富谷医院 http://www.tomiyaiin.jp/

宮城県 藤本　久美子 坂総合病院 http://www.m-kousei.com/saka/

宮城県 松原　雄 公立刈田綜合病院 http://www.katta-hosp.shiroishi.miyagi.jp/

宮城県 毛利　裕之 毛利クリニック

宮城県 我妻　理重 大崎市民病院 http://www.h-osaki.jp/

宮城県 渡辺　孝紀 わたなべ産婦人科内科・小児科 http://w-keyaki.clinic/

秋田県 工藤　香里 かおりレディスクリニック http://www.kaori-lc.com/

秋田県 髙橋　和江 市立秋田総合病院 http://akita-city-hospital.jp/

秋田県 谷頭　幸 みゆきレディースクリニック

秋田県 利部　徳子 中通総合病院 http://www.meiwakai.or.jp/nakadori/

秋田県 岩澤　卓也 秋田大学医学部附属病院 http://www.hos.akita-u.ac.jp/

秋田県 熊澤　由紀代 秋田大学医学部附属病院 http://www.hos.akita-u.ac.jp/

秋田県 寺田　幸弘 秋田大学医学部附属病院 http://www.hos.akita-u.ac.jp/

秋田県 富樫　嘉津恵 秋田大学医学部附属病院 http://www.hos.akita-u.ac.jp/

秋田県 清水　靖 清水産婦人科クリニック http://www.shimizu-ac.jp/index.htm

秋田県 大山　則昭 秋田赤十字病院 http://www.akita-med.jrc.or.jp/

秋田県 真田　広行 秋田赤十字病院 http://www.akita-med.jrc.or.jp/

秋田県 細谷　直子 秋田赤十字病院 http://www.akita-med.jrc.or.jp/

秋田県 藤嶋　明子 秋田厚生医療センター http://www.akikumihsp.com/

秋田県 吉岡　知巳 秋田厚生医療センター http://www.akikumihsp.com/

秋田県 松浦　亨 土崎レディースクリニック https://tsuchizaki-lc.jp/

秋田県 川原　聡樹 川原醫院

秋田県 田中　秀則 御野場たなかレディースクリニック http://onoba-lc.com/

秋田県 石塚　正博 石塚医院

秋田県 池上　俊哉 いけがみレディースクリニック http://ikegami-lc.com/

秋田県 佐藤　広造 医療法人　佐藤病院 http://www.satohospital.jp/

山形県 阿部　祐也 山形県立中央病院 http://www.ypch.gr.jp/

山形県 伊藤　真理子 真理子レディースクリニック http://www.mariko-ladiesclinic.com/index3.html

山形県 井上　聡子 さとこ女性クリニック http://www.satoko-clinic.info/

山形県 大沼　靖彦 大沼産婦人科医院 http://ohnuma-lc.life.coocan.jp/

山形県 川越　淳 川越医院 http://kawagoeiin.com/

山形県 深瀬　実加 山形大学医学部附属病院 http://yamagata-obgy.com/

山形県 林　淑子 林内科・レディースクリニック http://www.myclinic.ne.jp/ty_haya/pc/index.html

山形県 阪西　通夫 済生会山形済生病院 http://www.ameria.org/

山形県 太田　信彦 医療法人社団ゆめクリニック http://www.yumeclinic.com/

山形県 島貫　洋人 産科婦人科　島貫医院 https://www.shimanuki-clinic.jp/

山形県 吉田　隆之 米沢市立病院 http://yonezawa-city-hospital.jp/

山形県 関　和彦 鶴岡協立病院 http://www.turuoka-kyoritu-hp.or.jp/hospital/

山形県 井出　佳宏 日本海総合病院 http://www.nihonkai-hos.jp/hospital/

山形県 田中　栄一 医療法人　丸岡医院 http://maruoka.or.jp/

山形県 早坂　典子 日本海総合病院 http://www.nihonkai-hos.jp/hospital/

山形県 椎名　有二 山形県立新庄病院 http://www.ysh.pref.yamagata.jp/

山形県 柴田　紀子 さかえクリニック

山形県 小島原　敬信 公立置賜総合病院 http://www.okitama-hp.or.jp/

山形県 髙木　潤一 公立置賜総合病院 http://www.okitama-hp.or.jp/index.html

山形県 佐藤　進 順仁堂遊佐病院 http://www.yuza-hospital.jp/

福島県 大川　敏昭 大川レデイースクリニック http://www.okawa-ladies.com/

福島県 菅野　寛 菅野産婦人科医院

福島県 小宮　ひろみ 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 http://www.fmu.ac.jp/byoin/index.php

福島県 藤森　敬也 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 http://www.fmu.ac.jp/byoin/index.php

福島県 野口　まゆみ 西口クリニック婦人科

福島県 本田　任 本田クリニック産科婦人科 http://www.honcli.or.jp/

福島県 寺田　督 てらだクリニック

福島県 新妻　和雄 医療法人ABCクリニック　新妻産婦人科 http://www.niitsuma-sanfujinka.dr-clinic.jp/

福島県 矢澤　美穂子 やざわみほこレディースクリニック http://y-mihokogyne.jp/

福島県 小野　聡 小野レディスクリニック

福島県 加藤　克彦 星総合病院 http://www.hoshipital.or.jp/main1.htm

福島県 桜井　秀 桜井産婦人科医院 http://www.sakurai-cl.net/

福島県 大内　久子 ひさこファミリークリニック http://www.hisako-fc.jp/

福島県 岡﨑　敏 医療法人　岡﨑産婦人科 http://www.okazaki.or.jp

福島県 田中　幹夫 太田熱海病院 https://www.ohta-hp.or.jp/n_atami/a_top.htm

福島県 渡辺　美佳 (医)美術館通りクリニック

福島県 阿部　雪江 医療法人　あべクリニック

福島県 土川　直樹 医療法人　社団実生会　土川産婦人科医院

福島県 本田　信也 二本松ウイメンズクリニック http://www.n-w-cl.jp/

福島県 鳴瀬　都美子 なるせとみこレディースクリニック

福島県 鳴瀬　夕子 ゆうゆうクリニック

茨城県 青木　雅弘 青木医院 http://www.aoki-mc.com/

茨城県 石渡　千恵子 石渡産婦人科病院 https://ishiwata-hospital.jp/doctor.html

茨城県 小野寺　正行 石渡産婦人科病院 https://ishiwata-hospital.jp/doctor.html

茨城県 岩﨑　まり子 医療法人　岩﨑病院 https://iwasaki-hosp.com/

茨城県 大坪　保雄 山縣産婦人科 http://www.yamagata-clinic.jp/

茨城県 源田  辰雄 植野産婦人科医院 http://www.ueno-mc.or.jp/

茨城県 石川  和明 石川クリニック http://ishikawa-clinic.tsuchiura-ishikai.org/

茨城県 山内　有子 古河総合病院婦人科 https://www.kogahosp.jp/

茨城県 岡島　毅 社会医療法人達生堂城西病院 https://www.josai-hp.info/

茨城県 小池　数与 北茨城市民病院 http://kitaibaraki.info/

茨城県 安部　加奈子 茨城県立中央病院 http://www.hospital.pref.ibaraki.jp/chuo/

茨城県 高野　克己 茨城県立中央病院 http://www.hospital.pref.ibaraki.jp/chuo/

茨城県 根本　央 根本産婦人科医院 http://www.nemoto-lc.com/

茨城県 梅木　英紀 JAとりで総合医療センター http://www.toride-medical.or.jp/

茨城県 桃原　祥人 JAとりで総合医療センター http://www.toride-medical.or.jp/

茨城県 菅野　俊一 (医）社団寿幸会　かんの産婦人科クリニック http://kanno-sanfujinka.com/

茨城県 飯島　悟 はなみずきクリニック http://www.hanamizuki-clinic.com/

茨城県 髙山　典子 はなみずきクリニック http://www.hanamizuki-clinic.com/

茨城県 柴田  衣里 つくばセントラル病院 http://www.central.or.jp/

茨城県 長田　佳世 つくばセントラル病院 http://www.central.or.jp/

茨城県 安積　瑞博 なないろレディースクリニック http://www.nanairo.or.jp/

茨城県 越智　有美 一般財団法人筑波麓仁会　筑波学園病院 https://www.gakuen-hospital.or.jp/

茨城県 小松　あかね 筑波記念病院 http://www.tsukuba-kinen.or.jp/

茨城県 上原　奈美子 加瀬病院 http://www.kasehp.jp/

茨城県 加瀬  芳夫 加瀬病院 http://www.kasehp.jp/

茨城県 原　崇文 原レディスクリニック https://hara-ladies.jp/

茨城県 神尾　政彦 公益財団法人　鹿島病院 http://www.kashimahp.jp/

茨城県 山内　宏 県西総合病院 http://www.kensei-hospital.or.jp/

茨城県 岩佐　秀一 岩佐医院 http://www.iwasa-clinic.com/

茨城県 小島　佑基 茨城西南医療センター病院 http://www.seinan-mch.or.jp/

栃木県 上地　麻子 宇都宮中央病院 http://www.zenjinkai-utsunomiya.jp/

栃木県 上地　弘二 医療法人　育生会　上地産婦人科医院

栃木県 佐藤　祐一 済生会　宇都宮病院 http://www.saimiya.com/

栃木県 田中　光臣 マイクリニックたなか

栃木県 角田　哲男 ゆめクリニック http://utsunomiya-yumeclinic.jp/

栃木県 野口　忠男 野口医院 http://www.noguchi-iin.jp/index.html

栃木県 山内　有子 アルテミス宇都宮クリニック http://www.auc.med-apple.co.jp/

栃木県 春日　義生 日本赤十字社　足利赤十字病院 http://www.ashikaga.jrc.or.jp/index.html



栃木県 隅田　能雄 日本赤十字社　足利赤十字病院 http://www.ashikaga.jrc.or.jp/index.html

栃木県 田村　勉 田村レディスクリニック http://tamura-ladies.com/

栃木県 岸本　恭紀 おおひらレディスクリニック http://www.usui-obgyn.com/

栃木県 相田  伊智郎 相田婦人科内科医院

栃木県 小沼　誠一 佐野厚生総合病院 http://jasanoko.or.jp/

栃木県 丸山　正次 丸山レディースクリニック http://www.maruyama-ladys.com/

栃木県 大野　貴史 大野医院 http://oono-lc.net/

栃木県 佐山　雅昭 樹レディスクリニック http://itsuki-lc.jp/

栃木県 渡辺　尚 芳賀赤十字病院 http://www.haga.jrc.or.jp/

栃木県 大津　礼子 柳田産婦人科小児科医院 https://www.moka-yanagita.com/

栃木県 白石　悟 那須赤十字病院 http://www.nasu.jrc.or.jp/

栃木県 郡山　智 医療法人　石塚産婦人科 https://www.ishizuka.or.jp/

栃木県 新宅　芳行 しんたくレディースクリニック

栃木県 森島　真 森島医院 http://morishima-iin.com/

栃木県 木村　孔三 木村クリニック http://www.kimuraclinic.co/

栃木県 松原　茂樹 自治医科大学付属病院 http://www.jichi.ac.jp/hospital/top/

栃木県 坂本　尚德 獨協医科大学病院 http://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-m/

栃木県 深澤　一雄 獨協医科大学病院 http://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-m/

栃木県 宮下　進 獨協医科大学病院 http://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-m/

栃木県 谷口　雄一 谷口医院 http://taniguchiiin.jp/

群馬県 伊藤　晃子 いとうレディースクリニック http://www.ito-ladies.com/

群馬県 小澤　聖史 小沢医院 http://www.ozawaiin.com/

群馬県 勝俣　祐介 群馬中央病院 https://gunma.jcho.go.jp/

群馬県 金井　眞理 群馬中央病院 https://gunma.jcho.go.jp/

群馬県 田村　友宏 マザーズクリニックTAMURA http://www.mc-tamura.jp/

群馬県 佐藤　雄一 産科婦人科舘出張　佐藤病院 http://www.sato-hospital.gr.jp/

群馬県 長島　勇 産科婦人科舘出張　佐藤病院 http://www.sato-hospital.gr.jp/

群馬県 角田　隆 セントラルレディースクリニック http://www.clc.or.jp/

群馬県 松田　武徳 松田医院

群馬県 時澤　俊也 ときざわレディスクリニック http://tokizawa.jp/

群馬県 鈴木　陽介 利根中央病院 https://www.tonehoken.or.jp/

群馬県 田中　奈津子 医療法人社団　真中医院 http://www.med-manaka.org/

群馬県 延命　みゆき 公立藤岡総合病院（外来センター） http://www.fujioka-hosp.or.jp/shinryou-bumon/kangobu/gairai.html

群馬県 鹿沼　史子 公立富岡総合病院 http://www.tomioka-hosp.jp/

群馬県 永山　雅之 永山医院

群馬県 櫻井　洋 けんもち医院

群馬県 宇津木　利雄 医療法人安寧会 宇津木医院

埼玉県 池田　俊之 さいたま市立病院 http://saitama-city-hsp.jp/

埼玉県 矢久保  和美 さいたま市立病院 http://saitama-city-hsp.jp/

埼玉県 横田　めぐみ さいたま市立病院 http://saitama-city-hsp.jp/

埼玉県 金田　佳史 埼玉メディカルセンター https://saitama.jcho.go.jp/

埼玉県 佐々木　由梨 医療法人欅会　ゆりレディースクリニック https://yuri-ladies-clinic.com/

埼玉県 田口　彰則 医療法人　島田医院 http://www.shimadaiin.net/

埼玉県 田口　滋郎 医療法人　島田医院 http://www.shimadaiin.net/

埼玉県 板谷　雪子 埼玉医科大学総合医療センター http://www.kawagoe.saitama-med.ac.jp/

埼玉県 小川　郷美 レディース・クリニック小川医院 https://ogawalc.jp/

埼玉県 金井　孝夫 さめじまボンディングクリニック https://bonding-cl.jp/

埼玉県 佐久間　洋 熊谷総合病院 http://www.kumasou.or.jp/

埼玉県 中山　政美 ティアラ21　女性クリニック http://www.dr-masami.com/index.html

埼玉県 石橋　弘樹 防衛医科大学校病院 http://www.ndmc.ac.jp/hospital/

埼玉県 髙田　美乃莉 防衛医科大学校病院 http://www.ndmc.ac.jp/hospital/

埼玉県 須藤　敦夫 荻野医院 http://www.ogino-hp.or.jp/

埼玉県 新美　とき葉 瀬戸病院 http://www.seto-hospital.or.jp/index.html

埼玉県 松田　秀雄 松田母子クリニック https://www.matsuda-pc.jp/

埼玉県 松本　直樹 松本産婦人科医院 http://matsumotoc.org/

埼玉県 久野　宗一郎 春日部市立医療センター http://www.kasukabe-cityhp.jp/

埼玉県 林田　綾子 はやしだ産婦人科医院 http://www.hayashida-lc.com/

埼玉県 田中　雄一郎 深谷産婦人科医院 http://www.fukayaladiesclinic.com/

埼玉県 何川　宇啓 かがわ医院 準備中

埼玉県 飯塚　真 獨協医科大学埼玉医療センター http://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-k.html

埼玉県 深澤　優美 蕨市立病院 https://www.city.warabi.saitama.jp/hp/menu000001700/hpg000001649.htm

埼玉県 中島　健 恵愛病院　 http://www.keiaihospital.or.jp/

埼玉県 松村　好克 恵愛病院　 http://www.keiaihospital.or.jp/

埼玉県 西島　翔太 にしじまクリニック http://nishijima-clinic.or.jp/

埼玉県 市川　真仁 市川医院

埼玉県 宮﨑　通泰 医）娯生会　みやざきクリニック http://www.mhp.or.jp/miyazaki%20hybrid/newpage2.html

千葉県 大川　玲子 千葉きぼーるクリニック http://www.josn.jp/chiba/fujin/index.html

千葉県 岡嶋　祐子 国立病院機構　千葉医療センター https://www.hosp.go.jp/~chiba/

千葉県 河西　十九三 公益財団法人ちば県民保健予防財団 http://www.kenko-chiba.or.jp/

千葉県 武田　祥子 公益財団法人ちば県民保健予防財団 http://www.kenko-chiba.or.jp/

千葉県 川原　麻美 亀田IVFクリニック幕張 http://www.kameda-ivf.jp/ja/index.html

千葉県 中川　圭介 医療法人社団北滋会　中川産婦人科 http://www.lc-nakagawa.or.jp/

千葉県 武藤　聡子 花レディースクリニック http://www.hanaladies-cl.com/

千葉県 小川　真里子 東京歯科大学市川総合病院 http://www.tdc.ac.jp/hospital/igh/

千葉県 計良　和範 レディースホームクリニックやわた https://www.lhc-yawata.com/

千葉県 丸　宏昭 わたなべ医院 http://watanabeiin.xsrv.jp/

千葉県 市川　清令 山口病院 https://www.ywh.or.jp/index.php

千葉県 竹内　久美 山口病院 https://www.ywh.or.jp/index.php

千葉県 川口　英祐 共立習志野台病院 https://www.kyoritsunarasinodai.or.jp/

千葉県 成山　昌夫 なりやまクリニック http://www.nariyama-clinic.jp/index.html

千葉県 松村　史子 ぜんりレディースクリニック http://zenri-ladies.com/

千葉県 清水　健一郎 新木更津クリニック

千葉県 岡　進 岡産婦人科稔台クリニック http://www.oka-obgy.com/

千葉県 八田　真理子 聖順会 ジュノ・ヴェスタクリニック八田 http://juno-vesta-clinic-hatta.net/

千葉県 森本　沙知 松戸市立総合医療センター https://www.city.matsudo.chiba.jp/hospital/

千葉県 清水　久美子 成田赤十字病院 http://www.narita.jrc.or.jp/

千葉県 河原井　麗正 国際医療福祉大学成田病院 http://naritahospital.iuhw.ac.jp/

千葉県 田中　宏一 国際医療福祉大学成田病院 http://naritahospital.iuhw.ac.jp/

千葉県 松信　堯 松信ウィメンズクリニック http://www.matsunobu.info/

千葉県 中村　泰昭 帝京大学ちば総合医療センター http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~chiba/

千葉県 小竹　譲 おおたかの森ウィメンズケアクリニック http://owcc.jp/

千葉県 根本　玲子 東葛病院　 http://www.tokatsu-hp.com/tokatsu_new/index.php

千葉県 藤縄　和代 藤縄産婦人科医院

千葉県 栁堀　厚 医療法人社団　厚友会　露仙堂クリニック http://www5a.biglobe.ne.jp/rosendo/index.html

千葉県 川端　英恵 あびこクリニック http://www.abiko-clinic.or.jp/

千葉県 大内　久美 亀田総合病院/亀田メディカルセンター http://www.kameda.com/ja/general/index.html

千葉県 笹澤　智聡 亀田総合病院/亀田メディカルセンター http://www.kameda.com/ja/general/index.html

千葉県 林　正路 亀田総合病院/亀田メディカルセンター http://www.kameda.com/ja/general/index.html

千葉県 荒川　恵 鎌ヶ谷バースクリニック kamagaya-bc.com/

千葉県 窪　麻由美 順天堂大学医学部附属浦安病院 http://www.hosp-urayasu.juntendo.ac.jp/femaleathlete.html

千葉県 疋田　美直 （医）社団良友会ひきたクリニック http://www.hikita-clinic.co.jp/

千葉県 淡路　正則 遠藤内科医院

千葉県 鴨井　青龍 マハナ　レディースクリニック  https://mahana.clinic/

千葉県 増田　健太郎 増田産婦人科 http://www.masuda-sanfujinka.jp/

東京都 秋守　惠子 東京クリニック http://www.tokyo-cl.com/

東京都 板橋　香奈 浜田病院 http://obatakai.or.jp/

東京都 栗林　靖 杉山産婦人科　丸の内 https://www.sugiyama.or.jp/marunouchi/index

東京都 池下  育子 いけした女性クリニック銀座 https://www.ikeshitaikuko.com/

東京都 江夏　亜希子 四季レディースクリニック http://4season-cl.com/

東京都 塩田　恭子 聖路加国際病院　 http://hospital.luke.ac.jp/

東京都 百枝　幹雄 聖路加国際病院　 http://hospital.luke.ac.jp/

東京都 森　忍 亀田京橋クリニック http://www.kameda-kyobashi.com/ja/index.html

東京都 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 http://fika-lc.jp/

東京都 安達　知子 恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター http://www.aiiku.net/clinic/

東京都 礒西　成治 東京慈恵会医科大学附属病院 https://www.hosp.jikei.ac.jp/

東京都 杉本　到 北里大学北里研究所病院 https://www.kitasato-u.ac.jp/hokken-hp/

東京都 田續　綾野 浜松町ハマサイトクリニック http://www.hamasite-clinic.jp/

東京都 田中　佑佳 山王病院リプロダクション婦人科内視鏡治療センター http://www.sannoclc.or.jp/hospital/patient/department/repro/index.php

東京都 田邊　聖子 医療法人社団セイント会　セイントメディカルクリニック http://www.saint.or.jp/sp/

東京都 大鷹　美子 公益財団法人東京都保健医療公社　大久保病院 https://www.ohkubohospital.jp/



東京都 岡　真千子 東京医科大学附属病院 http://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/

東京都 北村　邦夫 一般社団法人日本家族計画協会クリニック http://www.jfpa-clinic.org/clinic/outline.php

東京都 荘　慎太郎 慶應義塾大学病院 http://www.hosp.keio.ac.jp/

東京都 金谷　真由子 東京大学医学部附属病院 http://www.h.u-tokyo.ac.jp/patient/depts/a_joseika02/athlete.html

東京都 中村　寛江 東京大学医学部附属病院 http://www.h.u-tokyo.ac.jp/patient/depts/a_joseika02/athlete.html

東京都 能瀬　さやか 東京大学医学部附属病院 http://www.h.u-tokyo.ac.jp/patient/depts/a_joseika02/athlete.html

東京都 勝又　翔子 東京医科歯科大学医学部附属病院 http://www.tmd.ac.jp/medhospital/

東京都 北村　絵里 順天堂大学医学部附属順天堂医院 https://www.juntendo.ac.jp/hospital/

東京都 宮﨑　亮一郎 江東病院 http://www.koto-hospital.or.jp/

東京都 秋山　邦久 東京品川病院 https://tokyo-shinagawa.jp/

東京都 白土　なほ子 昭和大学病院 http://www.showa-u.ac.jp/SUH/

東京都 牧野　博子 昭和大学病院 http://www.showa-u.ac.jp/SUH/

東京都 宮本　真豪 昭和大学病院 http://www.showa-u.ac.jp/SUH/

東京都 幾石　尚美 厚生中央病院 http://kohseichuo.jp/

東京都 加藤　沙絵 大鳥居医院 https://ootorii-iin.or.jp/

東京都 栃木　明人 とちぎクリニック https://tochigiclinic.com/

東京都 中嶋　章子 医療法人 松英会　馬込中央診療所 http://www.shoeikai.com/shinryo/

東京都 木下　二宣 成城木下病院 https://kinohosp.com/

東京都 木下　智恵 成城木下病院 https://kinohosp.com/

東京都 木村　真智子 ローズレディースクリニック https://roseladiesclinic.jp/

東京都 佐治　玲子 駒沢診療所 http://komazawa-s.life.coocan.jp/

東京都 関口　茂 せきぐちクリニック http://www.sekiguchi-clinic.net/

東京都 長岡　理明 三軒茶屋メリーレディースクリニック http://www.doctors-search.com/c-setagaya/merryladys/

東京都 中野  明 中野医院

東京都 舟山　幸 至誠会第二病院 http://www.shiseikai-daini-hosp.jp/

東京都 冬城　高久 医療法人社団 冬城産婦人科医院 http://www.fuyukilc.or.jp/

東京都 篠原　洋介 篠原クリニック http://scl.la.coocan.jp/

東京都 寺師　恵子 医療法人社団けい子レディースクリニック表参道 http://r.goope.jp/keiko-clinic

東京都 中村　浩 よよぎ女性診療所 https://yoyogi-josei-45.com/

東京都 疋田　裕美 芍薬レディースクリニック恵比寿 http://shakuyaku-clinic.com/

東京都 山田　正興 山田医院

東京都 青木　啓光 久我山レディースクリニック http://www.kugayama-lc.com/

東京都 木村　英三 立正佼成会附属佼成病院 http://www.kosei-hp.or.jp/

東京都 林　茂興 医療法人社団北嶺会 林医院

東京都 原  澄子 東京衛生病院 http://www.tokyoeisei.com/

東京都 髙木　耕一郎 東京女子医科東医療センター http://www.twmu.ac.jp/DNH/

東京都 芦澤　直浩 東京腎泌尿器センター大和病院 https://www.ims.gr.jp/yamato/

東京都 荘　隆一郎 医療法人財団仁寿会　荘病院 http://www.sho-hospital.jp/usr/pc/

東京都 樋口　明日香 板橋中央総合病院 https://ims-itabashi.jp/

東京都 渡邉　一征 渡邉医院

東京都 渡邉　哲也 渡辺産婦人科医院 http://www.watanabe-sanfu-clinic.com/

東京都 木村　好秀 大泉生協病院 http://www.ooizumi.net/

東京都 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 http://ikegami-lady.com/

東京都 矢追　正幸 矢追医院 http://www.yaoi.org/

東京都 横川　桂 横川レディースクリニック https://www.yklc.jp/

東京都 落合　和彦 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　 http://www.jikei.ac.jp/hospital/katsushika/

東京都 松田　祐子 東部地域病院 http://www.tobu-hp.or.jp/

東京都 宮国　泰香 東部地域病院 http://www.tobu-hp.or.jp/

東京都 小西　英喜 医療法人社団福神会　柴田産婦人科医院 http://www.shibata.or.jp/

東京都 萩野　大輔 はぎの医院

東京都 泉　康二 医療法人社団 泉医院 https://www.izumi-iin.com/page1

東京都 平尾　薫丸 国家公務員共済組合連合会 立川病院 http://www.tachikawa-hosp.gr.jp/

東京都 毛利　素子 毛利もとこ女性クリニック http://www.josei-clinic.com/

東京都 百村　麻衣 武蔵野アトラスターズ スポーツクリニック https://musashinoasc.com/

東京都 村越　友紀 村越レディースクリニック http://murakoshi-lc.com/

東京都 百村　麻衣 杏林大学医学部付属病院 https://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/

東京都 十藏寺　晶子 東府中病院　 https://www.higashifuchu-hp.jp/

東京都 井澤　美穂 榊原記念病院 http://www.sakakibara-heart.com/hospital/

東京都 鈴木　僚 榊原記念病院 http://www.sakakibara-heart.com/hospital/

東京都 前田　佳紀 榊原記念病院 http://www.hp.heart.or.jp/

東京都 井上　丈彦 飯野病院 http://www.iino-hospital.or.jp/

東京都 古谷　元康 町田東口クリニック http://machida-higashiguchi-clinic.com/

東京都 小池　敦子 多摩海上ビル診療所 https://www.tmkbclinic.com/

東京都 北井　啓勝 稲城市立病院 http://www.hospital.inagi.tokyo.jp/

東京都 菅　裕佳子 稲城市立病院 http://www.hospital.inagi.tokyo.jp/

神奈川県 和泉　春奈 コシ産婦人科 http://www.koshi-sanfujinka.com/

神奈川県 清水　なほみ ポートサイド女性総合クリニック http://www.vivalita.com/

神奈川県 的野　博 的野ウィメンズクリニック https://www.matono-womens.com/

神奈川県 小川　公一 聖マリアクリニック横浜ステーション http://stmc-y.com/

神奈川県 中野　眞佐男 中野レディースクリニック http://www.nakanoladies.com/

神奈川県 川口　由佳 横浜市立みなと赤十字病院 http://www.yokohama.jrc.or.jp/

神奈川県 佐久間　有加 ふれあい横浜ホスピタル https://www.fureai-g.or.jp/fyh/

神奈川県 永井　美江 女性医療クリニックLUNA横浜元町 http://www.luna-clinic.jp/

神奈川県 佐々木　恵 神奈川県立こども医療センター http://kcmc.kanagawa-pho.jp/

神奈川県 泉福　明子 泉福レディースクリニック http://www.senpuku-clinic.com/

神奈川県 徳山　真弓 桜井産婦人科 http://www.sakurai-lc.com/

神奈川県 篠崎　玲二 医療法人社団　綱島西レディースクリニック https://tnlc.jp/

神奈川県 関本　僚平 東條ウィメンズクリニック上大岡 http://www.tojowomens-kamioooka.com/

神奈川県 髙山　智子 横浜医療センター

神奈川県 横川 香 戸塚共立レディースクリニック http://www.ofa-yokohama.com/ladies/

神奈川県 五來　逸雄 医療法人産育会　堀病院 https://www.hori-h.or.jp/

神奈川県 多和田　哲雄 多和田レディースクリニック http://www.tawada-ladies-clinic.jp/

神奈川県 西井 文乃 にしいクリニック https://nishii-cl.jp/

神奈川県 阿部　孝彦 あおばウィメンズホスピタル https://www.aobahospital.com/

神奈川県 坂本　伊豆美 伊豆美レディスクリニック http://www.izumi-ladies.com/

神奈川県 脇田　哲矢 ワキタ産婦人科 http://www.wakita-sanfujinka.com/index.php

神奈川県 岡田　義之 昭和大学横浜市北部病院 http://www.showa-u.ac.jp/SUHY/index.html

神奈川県 藤島　淑子 川崎協同病院 http://www.kawasaki-kyodo.jp/

神奈川県 戸澤　晃子 聖マリアンナ医科大学東横病院 http://marianna-toyoko.jp/

神奈川県 石川　雅一 南生田レディースクリニック http://www.minamiikuta-lc.com/

神奈川県 近藤　亜未 聖マリアンナ医科大学病院 http://www.marianna-u.ac.jp/hospital/

神奈川県 近藤　春裕 聖マリアンナ医科大学病院 https://www.marianna-u.ac.jp/hospital/

神奈川県 新井　努 独立行政法人国立病院機構 相模原病院 https://sagamihara.hosp.go.jp/

神奈川県 今井　一夫 今井ウイメンズクリニック http://www.myclinic.ne.jp/imaiwomens/pc/index.html

神奈川県 近藤　俊彦 湘南レディースクリニック辻堂C-X http://cx.shonanlc.com/

神奈川県 瀬戸山　琢也 瀬戸山産婦人科 https://setoyamaclinic.com/

神奈川県 武居　麻紀 藤沢湘南台病院 ライフメディカル健診プラザ http://kenshinplaza.jp/

神奈川県 水野　泉 湘南藤沢徳洲会病院 https://fujisawatokushukai.jp/

神奈川県 白須　和裕 小田原市立病院 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/

神奈川県 平吹　知雄 小田原市立病院 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/

神奈川県 斎木  美恵子 湘南東部総合病院 https://www.fureai-g.or.jp/toubu/

神奈川県 永江　世佳 茅ケ崎市立病院 http://hosp.city.chigasaki.kanagawa.jp/

神奈川県 和泉　俊一郎 東海大学医学部付属病院 https://www.fuzoku-hosp.tokai.ac.jp/

神奈川県 佐柄　祐介 東海大学医学部付属病院 https://www.fuzoku-hosp.tokai.ac.jp/

神奈川県 増田　恵一 ますだ産婦人科 http://www.mobgy.com/index.html

神奈川県 大森　元 南足柄レディースクリニック https://itp.ne.jp/info/140880749026080270/

神奈川県 帯谷　永理 葉山ハートセンター https://www.hayamaheart.gr.jp/

山梨県 浅川  龍一 あさかわレディースクリニック http://asakawa-lc.com/

山梨県 清水　洋一 産科婦人科清水クリニック http://www.shimizuclinic.or.jp/

山梨県 滝澤　基 国立病院機構　甲府病院 http://www.hosp.go.jp/~kofu-hospital/

山梨県 寺本　勝寛 山梨県厚生連健康管理センター https://www.y-koseiren.jp/

山梨県 依田　逸人 依田産科婦人科クリニック https://yoda-lc.com/

山梨県 阿知波　成行 都留市立病院 http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=3219

山梨県 河野　恵子 山梨市立産婦人科医院 http://shinonomekai.jp/outpatient.html#

山梨県 武者　稚枝子 稚枝子おおつきクリニック http://chieko-clinic.com/

山梨県 武者　吉英 武者医院 http://www.musha.jp/

山梨県 海部　真美子 韮崎おはな産婦人科 https://nirasakiohana.com/

山梨県 秋山　尚美 女性クリニック秋山医院 http://akiyama.byoinnavi.jp/pc/index.html

山梨県 森澤  孝行 竜王レディースクリニック http://clinic-1.jp/web/ryuo4132/pc/

山梨県 平田　修司 山梨大学医学部附属病院 http://www.hosp.yamanashi.ac.jp/

山梨県 深澤　宏子 山梨大学医学部附属病院 http://www.hosp.yamanashi.ac.jp/



山梨県 渡辺　典芳 渡辺医院 https://www.fujisanwatanabe-lc.com/

山梨県 奥野　鈴鹿 武川病院 http://www.takekawa-hp.jp/

山梨県 田辺　勝男 田辺産婦人科 http://www.tanabe-clinic.net/

山梨県 永井　聖一郎 甲府昭和婦人クリニック http://www.yoshida-fujin-clinic.com/

長野県 木村　薫 JA長野厚生連　篠ノ井総合病院 http://shinonoi-ghp.jp/

長野県 西村　良平 JA長野厚生連　篠ノ井総合病院 http://shinonoi-ghp.jp/

長野県 佐近　普子 長野市民病院 http://www.hospital.nagano.nagano.jp/

長野県 丸山　和俊 医療法人裕生会　丸山産婦人科医院 http://www.maruyamasanfujinka.com/

長野県 山本　かおり 長野赤十字病院 http://www.nagano-med.jrc.or.jp/

長野県 山本　かおり 中澤ウィメンズライフクリニック https://www.n-gyn.com/

長野県 金井　誠 信州大学医学部附属病院 http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/

長野県 清澤　恵未 信州大学医学部附属病院 http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/

長野県 塩沢　丹里 信州大学医学部附属病院 http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/

長野県 田中　恭子 信州大学医学部附属病院 http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/

長野県 橘　理絵 信州大学医学部附属病院 http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/

長野県 時光　亜希子 信州大学医学部附属病院 http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/

長野県 北村　文明 社会医療法人抱生会丸の内病院 http://www.marunouchi.or.jp/

長野県 野口　浩 独立行政法人国立病院機構、まつもと医療センター・松本病院 http://mmcmatsu.jp/index.html

長野県 堀内　晶子 ほりうちレディースクリニック http://www.horiuchi-ladies.com/

長野県 横井　由里子 松本市立病院 http://www.hp-hata.com/

長野県 横内　定明 社会福祉法人国際保健支援会　南天診療所 http://www.mhl.janis.or.jp/~kokusai/

長野県 松村　英祥 信州上田医療センター http://www.nagano-hosp.go.jp/

長野県 三浦　秀輔 三浦産婦人科 http://www.ueda.ne.jp/~somlet/

長野県 宮下　芳夫 上田原レディース&マタニティ-クリニック http://www.avis.ne.jp/~ueda-lmc/

長野県 村田　昌功 上田市立産婦人科病院 http://uedashi-sanin.jp/

静岡県 鈴木　靖子 岡谷市民病院 https://www.okaya-hosp.jp/

長野県 野村　忠利 野村ウィメンズクリニック

長野県 大平　哲史 飯田市立病院 https://www.imh.jp/

長野県 羽場　啓子 医療法人羽場医院

長野県 平岩　幹夫 平岩ウィメンズクリニック

長野県 高木　緑 諏訪赤十字病院 http://www.suwa.jrc.or.jp/

長野県 前　和幸 長野県立信州医療センター http://www.pref-nagano-hosp.jp/suzakahosp/

長野県 原　きく江 伊那中央病院 http://www.inahp.jp/

長野県 野池　雅実 JA長野厚生連　北信総合病院 http://www.hokushin-hosp.jp/

長野県 平出　公仁 平出クリニック内科・産婦人科

長野県 平岡　正人 平岡産婦人科 http://www.hiraoka-lc.jp/

長野県 増澤　秀幸
医療法人さくら会　ひろおかさくらレディースウィメンズクリニッ

ク
http://www.sakura-ladies-clinic.jp/

長野県 塚本　隆是 安曇野赤十字病院 http://www.azumino.jrc.or.jp/

長野県 山﨑　綾野 安曇野赤十字病院 http://www.azumino.jrc.or.jp/

長野県 吉岡　郁郎 地方独立行政法人長野県立病院機構　長野県立木曽病院 http://www.pref-nagano-hosp.jp/kisohosp/

長野県 上條　かほり 諏訪マタニティークリニック http://e-smc.jp/

静岡県 市川　義一 静岡赤十字病院 https://www.shizuoka-med.jrc.or.jp/

静岡県 小谷　倫子 静岡赤十字病院 https://www.shizuoka-med.jrc.or.jp/

静岡県 谷　洋彦 静岡県立総合病院 http://www.shizuoka-pho.jp/sogo/

静岡県 西口　富三 地方独立行政法人　静岡県立病院機構　静岡県立こども病院 http://www.shizuoka-pho.jp/kodomo/index.html

静岡県 古川　雄一 レディースクリニック古川 http://www.lc-furukawa.jp/

静岡県 石塚　隆夫 恩賜財団　静岡済生会総合病院 http://www.siz.saiseikai.or.jp/hosp/

静岡県 乙咩　三里 恩賜財団　静岡済生会総合病院 http://www.siz.saiseikai.or.jp/hosp/

静岡県 鈴木　美香 聖隷健康サポートセンターShizuoka http://www.seirei.or.jp/hoken/support-center/

静岡県 廣岡　孝 静岡トレーニングクリニック http://shizu-tore.jp/

静岡県 深澤　洋幸 ふかさわレディスクリニック http://www.fukasawacl.jp/

静岡県 岩崎　真也 静岡市立清水病院 https://www.shimizuhospital.com/

静岡県 阪部　江里子 阪部循環器内科・内科 婦人科クリニック https://sakabe-clinic2.jimdofree.com/

静岡県 鈴木　康之 JA静岡厚生連　清水厚生病院 http://www.ja-shizuoka.or.jp/k-shimizu/

静岡県 谷内　良成 庄司産婦人科 http://www.shojisan.jp

静岡県 浅沼　栄里 聖隷健康診断センター http://www.seirei.or.jp/hoken/kenshin-center/

静岡県 塩島　聡 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院 http://www.seirei.or.jp/hamamatsu

静岡県 村越　毅 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷浜松病院 http://www.seirei.or.jp/hamamatsu

静岡県 稲本　裕 JA静岡厚生連　遠州病院 http://k-enshu.ja-shizuoka.or.jp

静岡県 大谷　嘉明 おおたにレディースクリニック http://www.o-l-c.jp/diagnosis/index.html

静岡県 多々内　友美子 医療法人社団　泰誠会　大脇産婦人科医院 http://www.oowaki.or.jp

静岡県 和田　久恵 医療社団法人朋久会　和田医院 http://www.wada-cl.com/

静岡県 川合　健太 浜松医科大学医学部附属病院 https://www.hama-med.ac.jp/hos_index.html

静岡県 髙田　佳世子 水本レディスクリニック http://www.mizumotoiin.com

静岡県 金山　尚裕 かば記念病院 https://www.kaba-san.org/

静岡県 永田　直紀 かば記念病院 https://www.kaba-san.org/

静岡県 大西　雄一 クリニックミズソフィア https://www.ms-sophia.net/

静岡県 野田　恒夫 クリニック ミズ ソフィア http://www.ms-sophia.net/

静岡県 木村　聡 医療法人MAMMY1010　木村産科婦人科 http://www.mammy1010.com/

静岡県 成高　和稔 焼津市立病院 http://www.hospital.yaizu.shizuoka.jp/

静岡県 前田  津紀夫 前田産科婦人科医院 https://www.obgymaeda.com/

静岡県 小牧　正 こまきウイメンズクリニック http://www.komaki-womenclinic.jp/

静岡県 窪田　尚弘 窪田レディースクリニック http://www.kubota-ladies.jp/

静岡県 船津　雅幸 船津クリニック http://www.funatsuclinic.com

静岡県 宮﨑　千恵子 医療法人社団萌生会　宮﨑クリニック http://www.miyazaki-cl.com

静岡県 福田　有佳 クリニックさくら http://clinicsakura.jp

静岡県 林　伸行 静岡県予防医学協会　藤枝健診センター http://www.shsa.net/

静岡県 平井　強 藤枝市立総合病院 http://www.hospital.fujieda.shizuoka.jp

静岡県 松下　恵里奈 松下産婦人科医院

静岡県 牧野　恒久 公益社団法人　有隣厚生会 富士小山病院 http://fujioyama-hospital.com/

新潟県 菊池　真理子 新潟医療生活協同組合　木戸病院 http://kido.iryo-coop.com/

新潟県 西山　藤司夫 新潟臨港病院 http://www.rinko-hp.com/

新潟県 本多　晃 本多レディースクリニック http://www.honda-lc.com/

新潟県 榎本　隆之 新潟大学医歯学総合病院 http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/

新潟県 加嶋　克則 新潟大学医歯学総合病院 http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/

新潟県 関根　正幸 新潟大学医歯学総合病院 http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/

新潟県 松本　賢典 新潟大学医歯学総合病院 http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/

新潟県 山口　雅幸 新潟大学医歯学総合病院　総合周産期母子医療センター http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/

新潟県 山脇　芳 新潟大学医歯学総合病院 http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/

新潟県 工藤　梨沙 新潟大学医歯学総合病院 http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/

新潟県 石黒　竜也 新潟大学医歯学総合病院 http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/

新潟県 菊池　朗 新潟県立がんセンター新潟病院 http://www.niigata-cc.jp/

新潟県 本間　滋 新潟県立がんセンター新潟病院 http://www.niigata-cc.jp/

新潟県 児玉　省二 医療法人　恒仁会　新潟南病院 http://www.niigataminami-hp.com/

新潟県 田村　正毅 新潟市民病院 http://www.hosp.niigata.niigata.jp/

新潟県 半藤　保 新潟県健康管理協会 http://www.n-kenko.or.jp/

新潟県 渡邊　稔 渡辺記念クリニック http://www.watanabekinen-cl.jp

新潟県 石井　美和子 小新女性クリニック http://www.kosinjosei.com/

新潟県 森川　重文 森川医院 http://morikawaiin.sakura.ne.jp/

新潟県 須藤　寛人 崇徳会　長岡西病院 http://www.sutokukai.or.jp/nagaokanishi-hp/

新潟県 安田　雅子 長岡赤十字病院 http://www.nagaoka.jrc.or.jp/

新潟県 小林　真紀子 小林真紀子レディース・クリニック http://baby-k.or.jp/

新潟県 富田　雅俊 富田産科婦人科クリニック http://www.tomita-cl.com/

新潟県 渡部　坦 医療法人社団よつば会　渡部レディスクリニック http://www.watanabe-lc.com/

新潟県 上田　昌博 うえだクリニック http://for-women.or.jp/ueda-clinic/

新潟県 髙内　則男 医療法人社団　たかうち医院

新潟県 境原　三津夫 新潟県立看護大学 http://www.niigata-cn.ac.jp/

新潟県 風間　芳樹 新潟県地域医療推進機構　魚沼基幹病院 http://www.uonuma-kikan-hospital.jp/

新潟県 戸田　紀夫 佐渡総合病院 https://sadosogo-hp.jp/

富山県 新居　絵理 富山大学附属病院 http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/guide/index.html

富山県 伊藤　実香 富山大学附属病院 http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/guide/index.html

富山県 齋藤　滋 富山大学附属病院 http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/guide/index.html

富山県 島　友子 富山大学附属病院 http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/guide/index.html



富山県 岡田　俊則 岡田産科婦人科 http://www.okada-maternity.jp/

富山県 岡田　潤幸 富山赤十字病院 http://www.toyama-med.jrc.or.jp/

富山県 桑間　直志 富山赤十字病院 http://www.toyama-med.jrc.or.jp/

富山県 鮫島　梓 女性クリニックWe! TOYAMA http://www.we-toyama.jp/

富山県 種部　恭子 女性クリニックWe! TOYAMA http://www.we-toyama.jp/

富山県 若杉　聡美 女性クリニックWe! TOYAMA http://www.we-toyama.jp/

富山県 津田　桂 富山県済生会富山病院 http://www.saiseikai-toyama.jp/

富山県 吉本　裕子 医療法人社団　吉本レディースクリニック http://yoshimoto-lc.com/

富山県 金枝　貴史 かんすいこうえんレディースクリニック http://kansuikouenlc.com/

富山県 中川　俊信 厚生連高岡病院 www.kouseiren-ta.or.jp

富山県 古谷　博 おとぎの森レディースクリニック http://www.otoginomori.jp/

富山県 三輪　直子 JCHO髙岡ふしき病院 http://takaoka.jcho.go.jp/

富山県 山﨑　悠紀 高岡市民病院 http://www.med-takaoka.jp/

富山県 吉本　英生 富山県済生会高岡病院 http://www.takaoka-saiseikai.jp/

富山県 伏木　弘 伏木医院

富山県 金子　利朗 産婦人科内科金子医院

石川県 朝本  明弘 金沢聖霊総合病院 http://www.kanazawa-seirei.jp/

石川県 土屋　百合 金沢聖霊総合病院 http://www.kanazawa-seirei.jp/

石川県 石丸　美保 金沢医療センター http://www.kanazawa-hosp.jp/

石川県 井村　紗江 金沢医療センター http://www.kanazawa-hosp.jp/

石川県 上野　浩久 めぐみクリニック http://www.megumi.or.jp/

石川県 橋本　学 まなぶ産科婦人科クリニック http://www.manabu-clinic.com/

石川県 日髙　奈津子 あおばウィメンズクリニック http://aoba-womens.com/

石川県 平吹　信弥 石川県立中央病院 http://kenchu.ipch.jp/

石川県 細野　隆 金沢大学附属病院 https://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp

石川県 富澤　英樹 公立能登総合病院 http://www.noto-hospital.nanao.ishikawa.jp/

石川県 川北　寛志 川北レイクサイドクリニック http://www.kawakita-lakeside.com/

石川県 松寺　直樹 加賀市医療センター http://www.kagacityhp.jp/

石川県 荒木　克己 松南病院 http://www.keiai-shonan.jp/

福井県 打波　郁子 医療法人幸若会打波外科胃腸科婦人科 http://www.uchinami.clinic-hp.com/

福井県 折坂　早苗 福井総合クリニック http://www.f-gh.jp/fgc/fgc.htm

福井県 金嶋　光夫 福井県済生会病院 http://fukui-saiseikai.com/

福井県 細川　久美子 福井県済生会病院 http://fukui-saiseikai.com/

福井県 土田　達 福井県立病院 http://fph.pref.fukui.lg.jp/

福井県 山本　宝 医療法人　福井愛育病院 http://www.fab.or.jp/

福井県 倉田　和巳 福井勝山総合病院 https://fukui.jcho.go.jp/

福井県 鈴木　綾子 医療法人　産婦人科　鈴木クリニック http://suzuki-clinic-sanfujinka.com/

福井県 知野　陽子 公立丹南病院 https://www.jadecom.or.jp/jadecomhp/tannan/html/

福井県 加藤　栄一 坂井市立三国病院 http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/byouin/index.html

福井県 折坂　誠 福井大学医学部附属病院 http://sankafujinka.com/

福井県 黒川　哲司 福井大学医学部附属病院 http://sankafujinka.com/

福井県 山田　しず佳 福井大学医学部附属病院 http://sankafujinka.com/

福井県 吉田　好雄 福井大学医学部附属病院 http://sankafujinka.com/

岐阜県 石原　恒明 石原産婦人科 http://ishihara-sanfujinka.com/guidance.html

岐阜県 和泉　孝治 いずみレディスクリニック http://www.izumiladies.com/

岐阜県 岩砂　眞一 岩砂病院・岩砂マタニティ http://www.iwasa-hospital.com/

岐阜県 伏屋　道夫 岩砂病院・岩砂マタニティ http://www.iwasa-hospital.com/

岐阜県 上田　陽子 岐阜大学医学部附属病院 https://hosp.gifu-u.ac.jp/

岐阜県 志賀　友美 岐阜大学医学部附属病院 https://hosp.gifu-u.ac.jp/

岐阜県 篠原　有美 医療法人吉田産科婦人科クリニック

岐阜県 真鍋  修身 マナベ産婦人科

岐阜県 馬渕　道夫 レディースクリニックまぶち http://www.lc-mabuchi.or.jp/

岐阜県 操　良 操レディスホスピタル http://www.misao-ladies.jp/

岐阜県 宮崎　千恵 宮﨑千恵婦人クリニック なし

岐阜県 山田　新尚 岐阜県総合医療センター http://www.gifu-hp.jp/

岐阜県 渡邉　一司 しま医院 https://www.shima-iin.com/

岐阜県 山岸　敏浩 山岸マタニティクリニック

岐阜県 中西　義人 中西ウィメンズクリニック http://www.n-w-c.jp/

岐阜県 林　弥生 医療法人　林鈴会　林メディカルクリニック http://www.hayashi-mc.jp/

岐阜県 花林　隆裕 花林レディースクリニック http://www.hanabayashi.com/

岐阜県 陳　超権 陳産婦人科

岐阜県 阿部　聡 永田産婦人科 http://www.nagataclinic.jp/

岐阜県 黒木　尚之 黒木医院

岐阜県 髙木　博 社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院 http://www.matsunami-hsp.or.jp/

岐阜県 松波　和寿 社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院 http://www.matsunami-hsp.or.jp/

岐阜県 伊藤　綾子 モアレディスクリニック http://www.morelady.jp/

愛知県 今泉　克英 医療法人東恵会　星ヶ丘マタニティ病院 http://www.toukeikai.com/

愛知県 近藤　東臣 医療法人東恵会　星ヶ丘マタニティ病院 http://www.toukeikai.com/

愛知県 近藤　裕子 医療法人東恵会　星ヶ丘マタニティ病院 http://www.toukeikai.com/

愛知県 長坂　由理子 医療法人東恵会　星ヶ丘マタニティ病院 http://www.toukeikai.com/

愛知県 古山　生美 医療法人東恵会　星ヶ丘マタニティ病院 http://www.toukeikai.com/

愛知県 丹羽　咲江 咲江レディスクリニック http://www.sakieladiesclinic.com/

愛知県 二村　典孝 フラワーベルARTクリニック http://www.flowerbell-art.jp/

愛知県 森田　潤 オリエンタルクリニック http://www.oriental-gr.com/oc/oriental.htm

愛知県 伊藤　加奈子 ココカラウィメンズクリニック http://cocokara-clinic.com/

愛知県 奥村　豊 おくむらレディスクリニック

愛知県 山田　文子 AOI名古屋病院 http://www.aoikai.jp/aoinagoya/

愛知県 平田　修 平田レディースクリニック http://www.hiratalc.com/

愛知県 六鹿　正文 名古屋市立西部医療センター http://www.west-medical-center.city.nagoya.jp/

愛知県 カサノバ　エクトル キャッスルベルクリニック https://www.castlebell.jp/

愛知県 小崎　均 こざき女性クリニック http://www.kozakicl.jp/

愛知県 平尾　有希惠 名鉄病院 http://www.meitetsu-hospital.jp/index.html

愛知県 三輪　是 三輪レディースクリニック http://www.miwa-ladiesclinic.com/pc/index.html

愛知県 三輪　美佐 庄内通レディースクリニック http://www.shounaidori-lc.com/

愛知県 川口　朝兒 レディースクリニック　ミュウ http://www.lcmyu.com/

愛知県 近藤　麻奈美 浅田レディース名古屋駅前クリニック http://nagoya-asada.jp/

愛知県 渋谷　伸一 浅田レディース名古屋駅前クリニック http://nagoya-asada.jp/

愛知県 塚本　裕久 岩田病院 http://www.iwata-hospital.com/

愛知県 野口　昌良 名古屋公衆医学研究所 http://www.meikoui.or.jp/index.html

愛知県 浅井　光興 可世木病院 http://kaseki-hp.com/

愛知県 飯田　忠史 医療法人芳栄会　飯田レディースクリニック http://www.iidalady.com/

愛知県 加納　武夫 加納産婦人科 http://www.kanou-hp.com/

愛知県 小出　真弓 加納産婦人科 http://www.kanou-hp.com/

愛知県 杉山　正子 すぎやまレディスクリニック http://www.sl-medical.gr.jp/clinic/34sugiyama.html

愛知県 東　真規子 国立病院機構　名古屋医療センター https://www.nnh.go.jp/

愛知県 小川　麻子 医療法人ごきそレディスクリニック http://www.gokiso-lc.com/

愛知県 玉内　学志 名古屋大学医学部附属病院 https://www.med.nagoya-u.ac.jp/hospital/

愛知県 伊藤　由美 医療法人 寿実会  ピュアー女性クリニック https://www.pure-jc.com/

愛知県 藤村　秀彦 藤村レディスこどもクリニック http://www.fujimura-ladies.jp/

愛知県 唐澤　哲郎 金山レディースクリニック http://klc.ne.jp/

愛知県 永田　康 金山レディースクリニック http://klc.ne.jp/

愛知県 邨瀬　智彦 金山レディースクリニック http://klc.ne.jp/

愛知県 邨瀬　愛彦 金山レディースクリニック http://klc.ne.jp/

愛知県 依田　暁 金山レディースクリニック http://klc.ne.jp/

愛知県 渡部　百合子 独立行政法人労働者健康福祉機構 中部ろうさい病院 http://www.chubuh.johas.go.jp/

愛知県 伊藤　嘉康 伊藤しあわせクリニック http://www.itoclinic.jp/

愛知県 生川　剛史 なるかわレディースクリニック http://www.narukawa-lc.com/

愛知県 葛谷　和夫 くずやクリニック http://www.kuzuya-cl.jp/

愛知県 小畑　直子 おばた産婦人科クリニック http://www.obata-sanfujinka.com/

愛知県 種村　光代 産科婦人科種村ウィメンズクリニック http://www.drtanemura.com/

愛知県 平出　薫 産科・婦人科ひらでかおるクリニック http://hiradek-cl.sakura.ne.jp/

愛知県 宮本　由記 マミーローズクリニック http://www.mammyrose.net/

愛知県 矢野　有貴 今泉産婦人科医院 http://www.imaizumi-san.com/

愛知県 若原　文世 つつじが丘ウィメンズクリニック http://www.t-w-c.jp/



愛知県 関谷　龍広 せきやクリニック http://www.sekiyaclinic.com/pc/

愛知県 関谷　裕子 せきやクリニック http://www.sekiyaclinic.com/pc/

愛知県 山中　昭二 山中産婦人科 http://home1.catvmics.ne.jp/~yn/

愛知県 今井　陽子 足立産婦人科 http://www.myclinic.ne.jp/adachisan/pc/

愛知県 大嶋　勉 一宮市立市民病院 http://municipal-hospital.ichinomiya.aichi.jp/

愛知県 白石　弘章 社会医療法人大雄会　大雄会第一病院 http://www.daiyukai.or.jp/daiyukai/organization/medical_treatment/daiichi_hospital.php

愛知県 田中　博之 田中クリニック

愛知県 水川　淳 社会医療法人　杏嶺会　一宮西病院 http://www.anzu.or.jp/ichinomiyanishi/index.html

愛知県 宇野　あす香 公立陶生病院 http://www.tosei.or.jp/

愛知県 丹羽　優莉 公立陶生病院 http://www.tosei.or.jp/

愛知県 清田　朋美 青山クリニック

愛知県 諸井　博明 半田市立半田病院 https://www.handa-hosp.jp/

愛知県 大林　幸彦 かすがいマタニティクリニック http://kasugai-mc.net/

愛知県 小栗　明子 明子ウェルネス・クリニック http://reprowellness.web.fc2.com/index.html

愛知県 佐藤　麻美子 春日井市民病院 http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/

愛知県 佐々木　裕子 春日井市民病院 http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/

愛知県 下村　裕司 春日井市民病院 http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/

愛知県 奥村　貴子 医療法人玲聖会　貴子ウィメンズクリニック http://www.takako-womens-clinic.com/

愛知県 真野　紀雄 真野産婦人科 http://www.yuhookai.jp/

愛知県 早川　滋彦 刈谷豊田総合病院　健診センター https://www.toyota-kai.or.jp/facility/center/

愛知県 佐野　倫代 医療法人　佐野レディースクリニック http://sano-lc.jp/index.html

愛知県 鍋倉　浩子 医療法人　碧友会　堀尾安城病院 http://www.horio-hp.or.jp

愛知県 深見　正明 深見クリニック http://fukamijyuzen.or.jp/clinic.html

愛知県 稲垣　克久 医療法人稲垣レディスクリニック https://inagakilc.wixsite.com/inagakilc/

愛知県 松川　良治 まつかわクリニック http://matsukawa-m-c.jp/

愛知県 山田　勢 医療法人　尚生会　　やまだ産婦人科 http://www.yamada-og.or.jp/

愛知県 朴　美子 ミナミ産婦人科 http://www.minami-sanfujinka.jp/

愛知県 森川　重彦 小牧市民病院 http://www.komakihp.gr.jp/

愛知県 浅田　英子 豊田厚生病院健康管理センター https://toyota.jaaikosei.or.jp/guidance/medical_checkup/

愛知県 尾藤  長雄 鈴村産婦人科

愛知県 渡辺　修 愛知厚生連　稲沢厚生病院 http://www.jaaikosei.or.jp/inazawa/

愛知県 出向　洋人 新城市民病院 http://www.hospital.shinshiro.aichi.jp/

愛知県 寺内　幹雄 大野レディスクリニック http://www.ohno-clinic.jp/

愛知県 森山　佳則 藤田医科大学病院 https://hospital.fujita-hu.ac.jp/

愛知県 山本　悦子 山本ウィメンズクリニック http://yamamoto-women.com

愛知県 山田　里佳 愛知厚生連　海南病院 http://www.kainan.jaaikosei.or.jp/

愛知県 花澤　勇樹 医療法人花レディースクリニック http://www.hana-lc.com/

愛知県 荒井　麻実 まみレディースクリニック https://www.mami-ladysclinic.jp/

愛知県 松下　宏 愛知医科大学病院 http://www.aichi-med-u.ac.jp/hospital/index.html

三重県 池田　智明 三重大学病院 http://www.hosp.mie-u.ac.jp/

三重県 波多野　芙美 三重大学病院 http://www.hosp.mie-u.ac.jp/

三重県 金丸　恵子 医療法人　金丸産婦人科 http://kanamaru.webmedipr.jp/

三重県 神元　有紀 三重レディースクリニック https://www.mieladies.com/

三重県 紀平　憲久 津西産婦人科 http://www.tsunishi.or.jp/

三重県 紀平　正道 セントローズクリニック http://www.st-rose.jp/

三重県 神元　有紀 セントローズクリニック http://www.st-rose.jp/

三重県 前川　有香 三重中央医療センター http://www.miechuo-hosp.jp/

三重県 柳瀬　幸子 ヤナセクリニック http://www.pmc.or.jp/yanase/

三重県 秋山　登 地方独立行政法人三重県立総合医療センター http://www.mie-gmc.jp/

三重県 池田　洋子 伊勢志摩レディスクリニック http://www.medic-grp.co.jp/doctor/iseshima/

三重県 玉石　好彦 玉石産婦人科 http://www.tamaishi-lc.jp/

三重県 寺田　弓子 てらだ産婦人科 http://terada.chu.jp/introduce.htm

三重県 山口　博司 やまぐちレディースクリニック http://www.ylcylc.com/

三重県 真川　祥一 済生会松阪総合病院 http://www.matsusaka.saiseikai.or.jp

三重県 松本　郁子 医療法人松徳会　松本クリニック http://www.shoutoku.or.jp/matumoto/

三重県 松本　隆史 花の丘病院 http://www.shoutoku.or.jp/hananooka/

三重県 南　仁人 南産婦人科 http://www.minami-sanfujinka.com/

三重県 小塚　良允 医療法人　小塚産婦人科 http://www13.plala.or.jp/kozukacl/

三重県 須藤　眞人 桑名東医療センター http://www.kuwanacmc.or.jp/east/

三重県 鈴木　英夫 医療法人なわて記念会　鈴木レディースクリニック http://slc-mie.com/

三重県 菅谷  亜弓 白子ウィメンズホスピタル http://www.shiroko-clinic.com/

三重県 二井　栄 白子ウィメンズホスピタル http://www.shiroko-clinic.com/

三重県 二井　章太 白子ウィメンズホスピタル http://www.shiroko-clinic.com/

三重県 矢納　研二 JA三重厚生連　鈴鹿中央総合病院 http://www.miekosei.or.jp/2_sch/

三重県 藤本　和子 産婦人科・婦人科藤本クリニック http://website2.infomity.net/8390000053/

三重県 宮村　吉麿 宮村産婦人科 http://www.medic-grp.co.jp/doctor/miyamura/

三重県 大石　基夫 大石産婦人科医院 http://www.kinanma.jp/mem/ooishisanhujinka.html

三重県 川村　真奈美 いなべ総合病院 http://www.miekosei.or.jp/4_ish/

三重県 中　義尚 医療法人　中産婦人科　緑ヶ丘クリニック http://midorigaokaclinic.com/

三重県 森川　文博 医療法人　森川病院 http://www.morikawa-wh.jp/

三重県 東　隆太郎 東医院

滋賀県 全　梨花 滋賀医科大学医学部附属病院 http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/

滋賀県 中川　哲也 滋賀医科大学医学部附属病院 http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/

滋賀県 村上　節 滋賀医科大学医学部附属病院 http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/

滋賀県 森宗　愛菜 滋賀医科大学医学部附属病院 http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/

滋賀県 上田　創平 青地うえだクリニック http://aoueda-cl.com

滋賀県 藤田　浩平 日本赤十字社　大津赤十字病院 https://www.otsu.jrc.or.jp/

滋賀県 横井　崇子 たかこレディスクリニック http://www.medic-grp.co.jp/dr/takako-lc/

滋賀県 佐々木　義和 医療法人青葉会　神野レディスクリニック　ソフィア http://www.jinno-lc.com/

滋賀県 神野　佳樹 医療法人青葉会　神野レディスクリニック http://www.jinno-lc.com/

滋賀県 林　清士 はやし婦人クリニック http://www7b.biglobe.ne.jP/~hayashi_womens_clinic/

滋賀県 上村　真央 市立長浜病院 http://www.nagahama-hp.jp/

滋賀県 佐藤  重恭 佐藤クリニック http://www.sato-clinic.com

滋賀県 秋山　稔 医療法人真心会　南草津野村病院 http://www.nomura-magokoro-med.or.jp/nmb/

兵庫県 草刈　孝史 医療法人真心会　南草津野村病院 http://www.nomura-magokoro-med.or.jp/nmb/

滋賀県 早川　陽子 医療法人　真心会　南草津野村病院 http://www.nomura-magokoro-med.or.jp/nmb/

滋賀県 入江　賢治 入江産婦人科 http://j-mare.kotonet.com/

滋賀県 横江　保彦 医療法人産科婦人科ハピネスバースクリニック http://www.happiness-bc.com/clinic_facilities/

滋賀県 野村　哲哉 野村産婦人科 http://www.nomura-magokoro-med.or.jp/nms/categ

滋賀県 石河　顕子 国立病院機構　東近江総合医療センター https://higashiomi.hosp.go.jp/

滋賀県 髙橋　健太郎 日野記念病院 http://www.hino-hp.jp/

京都府 加藤　慶子 京都鞍馬口医療センター http://kyoto.jcho.go.jp/

京都府 木下　幹久 京都警察病院 http://kyopolice-hp.jp/

京都府 鈴木　皓 産婦人科鈴木医院

京都府 小芝　明美 京都府立医科大学附属病院 http://www.h.kpu-m.ac.jp/index.html

京都府 森　泰輔 京都府立医科大学附属病院 http://www.h.kpu-m.ac.jp/index.html

京都府 藁谷　深洋子 京都府立医科大学附属病院 http://www.h.kpu-m.ac.jp/index.html

京都府 衛藤　美穂 京都第二赤十字病院 http://www.kyoto2.jrc.or.jp/

京都府 藤田　宏行 京都第二赤十字病院 http://www.kyoto2.jrc.or.jp/

京都府 江川　美保 京都大学医学部附属病院 http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/

京都府 伊藤　將史 いとう女性クリニック http://ito-womens-clinic.com/

京都府 井上　卓也 医療財団法人　足立病院 http://www.adachi-hospital.com/

京都府 亀井　沙織 医療財団法人　足立病院 http://www.adachi-hospital.com/

京都府 眞田　佐知子 医療財団法人　足立病院 http://www.adachi-hospital.com/

京都府 南川　浩彦 医療財団法人　足立病院 http://www.adachi-hospital.com/

京都府 田村　秀子 医療法人田村秀子婦人科医院 http://tamura-hideko.com/

京都府 小石　清子 清子クリニック http://kiyoko-clinic.com/

京都府 坪内　万祐子 京都市立病院 http://www.kch-org.jp/

京都府 萩原　暢子 医療法人究理堂　小石医院 https://www.koishi-i-in.com/

京都府 長谷川　暢子 一般財団法人　京都工場保健会 http://www.kyotokojohokenkai.jp/index.html

京都府 川口　洋子 ようこ女性のクリニック http://yoko-ladies.jp/

京都府 安尾　忠浩 京都第一赤十字病院 http://www.kyoto1-jrc.org/

京都府 南部　吉彦 南部産婦人科医院 http://www.nanbu-obgy.com/

京都府 大坪　一夫 第二足立病院 http://www.dainiadachi.or.jp/



京都府 宮脇　義隆 婦人科　宮脇医院 http://miyawaki-clinic.com/

京都府 大島　正義 松仁会　内田病院 http://www.uchida-hospital.jp/

京都府 柏木　智博 医療法人柏木産婦人科 http://www.kwh.jp/

京都府 河野　洋子 こうのレディースクリニック http://kono-ladies-clinic.jp/

京都府 佐々木　純一 ささきクリニック http://sasaki-cli.com/

京都府 玉置　聡子 さとこレディスクリニック http://www.myclinic.ne.jp/tamakiclinic/pc/index.html

京都府 天野　泰彰 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター https://kyoto.hosp.go.jp

京都府 井上　真理子 池田産婦人科

京都府 今村　元彦 蘇生会総合病院 http://www.soseikai.or.jp/

京都府 小西　郁生 伏見桃山総合病院 http://www.ajisai-kosyokai.com/hospital/

京都府 藤田　誠司 医療法人　藤田産科・婦人科医院 http://www.fujita-clinic.com/

京都府 渡邉　由美子 醍醐渡辺クリニック http://www.d-w-c.jp/

京都府 荒木　良二 あらきレディースクリニック http://araki-lc.com/

京都府 松井　薫 清仁会　洛西ニュータウン病院 http://www.shimizu-hospital.or.jp/newtown/index.php

京都府 明石　京子 市立福知山市民病院 https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/hosp/

京都府 佐々木　義和 佐々木レディスクリニック https://www.sasaki-lc.com/

京都府 山田　俊夫 佐々木レディスクリニック http://www.sasaki-lc.com/info.html

京都府 藤井　治子 ハシイ産婦人科 https://www.hashii-hp.jp

京都府 渡辺　愛 済生会　京都府病院 http://www.kyoto.saiseikai.or.jp/

京都府 柳　華 華クリニック http://hana-cl.com/index.html

京都府 下里　千波 下里医院

京都府 黒星　晴夫 京都府立医科大学附属北部医療センター http://nmc.kpu-m.ac.jp/

大阪府 西沢　美奈子 大阪市立総合医療センター http://www.osakacity-hp.or.jp/ocgh/

大阪府 大八木　知史 独立行政法人地域医機能療推進機構　大阪病院 http://osaka.jcho.go.jp/

大阪府 奥野　亜妃子 日生病院 http://www.nissay-hp.or.jp/

大阪府 南條　亨 大正病院 http://www.taisho-byoin.or.jp/

大阪府 清川　晶 大阪赤十字病院 https://www.osaka-med.jrc.or.jp/

大阪府 小倉　一宏 ヒロレディースクリニック https://hilo-ladies-clinic.com/

大阪府 金岡　靖 医誠会病院 http://www.iseikaihp.or.jp/

大阪府 岩田　守弘 医療法人　岩田レディースクリニック http://www.iwata-ladies.com/

大阪府 梅嵜　圭吾 梅嵜クリニック http://umezaki-clinic.my.coocan.jp/

大阪府 笠井　真理 大阪市立大学医学部附属病院 http://www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp/

大阪府 安井　智代 大阪市立大学医学部附属病院 http://www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp/

大阪府 小西　博巳 大阪鉄道病院 http://www.jrosakahosp.jp/

大阪府 柏原　紀美 医療法人柏蔭会　柏原医院 http://hakuin399412.byoinnavi.jp/pc/

大阪府 三宅　哲夫 奥野病院 http://www.okunolc.com/

大阪府 高嶋　啓一 阪和第二住吉病院 http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/sumi2/

大阪府 林　雅美 泉大津市立病院　 https://www.gh.opho.jp/hospital/osaka/omscc/facility/pregnant/pregnant/pregnant_16.html

大阪府 福田　洋 阪和住吉総合病院 https://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/sumiyoshi/

大阪府 岩田　以津子 イワタ医院 http://iwataiin.com/

大阪府 米田　久美子 医療法人　米田産婦人科 http://www.komedaclinic.com/

大阪府 米田　嘉次 医療法人　米田産婦人科 http://www.komedaclinic.com/

大阪府 糸氏　明子 医療法人 糸氏医院 http://www.myclinic.ne.jp/itoujiclinic/pc/index.html

大阪府 中村　哲生 なかむらレディースクリニック http://www.web-know.com/nlc/

大阪府 高木　哲 高木レディースクリニック http://www.takagi-lc.com/

大阪府 高澤　環志 小川産婦人科 https://ogawasan.com/

大阪府 荻野　舞 荻野レディースクリニック https://ogino-ladies.com/

大阪府 荻野　瑠美 荻野レディースクリニック https://ogino-ladies.com/

大阪府 小宮　慎之介 HORACグランフロント大阪クリニック http://www.ivfhorac.com/

大阪府 西木　由美 西木診療所

大阪府 秦　さおり 公益財団法人 田附興風会 医学研究所北野病院 http://www.kitano-hp.or.jp/

大阪府 平井　光三 南森町レディースクリニック http://mm-clinic.net/

大阪府 松岡　徹 まつおかレディースクリニック http://matsuoka-lcl.com/

大阪府 八木　美佐子 フェスティバルタワー・クリニック https://www.seijukai.jp/ftc/clinic/gynecology.html

大阪府 岡垣　篤彦 国立病院機構　大阪医療センター https://osaka.hosp.go.jp/

大阪府 甲村　弘子 こうむら女性クリニック http://koumura-cl.jp/

大阪府 前田　洋一 春木レディースクリニック https://haruki-cl.com/

大阪府 清水　千賀子 清水レディースクリニック http://shimizu-clinic.net/index.html

大阪府 谷和　光 たにわレディースクリニック http://taniwa-ladies.com/

大阪府 小野　晃範 小野産婦人科 http://park15.wakwak.com/~ono/

大阪府 坂本　覚圓 坂本産婦人科

大阪府 阪本　知子 阪本クリニック http://sakamoto-clinic.jp/

大阪府 宮西　加寿也 堺市立総合医療センター http://www.sakai-city-hospital.jp/

大阪府 竹山　淳 医療法人竹山産婦人科 http://www.takeyama-clinic.or.jp/

大阪府 濱中　拓郎 浜中産婦人科 http://hamanaka.or.jp/

大阪府 八木　潤子 レディースクリニックやぎ http://yagi-clinic.jp/

大阪府 大迫　靖子 momウィメンズクリニックおおさこ http://www.momclinic.net/

大阪府 黒川　日華 医療法人幸愛会　りかレディースクリニック http://n-clinic.net/

大阪府 西崎　孝道 市立吹田市民病院 http://www.city.suita.osaka.jp/hospital

大阪府 西田　ヒロ子 西田ヒロ子クリニック http://www.hiroko-clinic.jp/

大阪府 廣田  馨造 医療法人清仁会　廣田産婦人科 http://www.hirotasanfujinka.com/

大阪府 廣田　陽子 医療法人清仁会　廣田産婦人科 http://www.hirotasanfujinka.com/

大阪府 御前　治 みさき医院　

大阪府 永野  隆浩 永野医院 http://naganoiin.fan.coocan.jp/

大阪府 石河　二郎 渡辺婦人科 http://www.watanabe-fujinka.com/

大阪府 数見　久美子 田辺レディースクリニック https://www.tanabe-clinic.jp/index.html

大阪府 田辺　晃子 田辺レディースクリニック http://www.tanabe-clinic.jp/

大阪府 白藤　寛子 田辺レディースクリニック http://www.tanabe-clinic.jp/

大阪府 柴田　貴司 社会医療法人　愛仁会　高槻病院 http://www.takatsuki.aijinkai.or.jp

大阪府 徳田　妃里 社会医療法人　愛仁会　高槻病院 http://www.takatsuki.aijinkai.or.jp

大阪府 長谷川　博之 長谷川産婦人科

大阪府 広田　千絵 パナソニック健康保険組合　松下記念病院 http://phio.panasonic.co.jp/kinen/index.htm

大阪府 安田　勝彦 関西医科大学総合医療センター http://www.kmu.ac.jp/takii/

大阪府 粟田　松一郎 ひらかたARTクリニック http://hirakata-art.com/

大阪府 糸氏　明子 冨沢産婦人科こどもクリニック http://www.tomizawaclinic.jp/index.html

大阪府 辻　祥子 関西医科大学附属病院 http://www.kmu.ac.jp/hirakata/index.html

大阪府 野田　穂寿美 のだ女性クリニック https://noda-womens-cl.com/

大阪府 和久田　晃司 和久田クリニック http://www.wakudaclinic.com/

大阪府 井谷　嘉男 八尾市立病院 http://www.hospital.yao.osaka.jp/

大阪府 中嶋　敦子 なかじまレディースクリニック http://www.nakajima-gc.jp/

大阪府 中嶋　博之 中島産科婦人科 http://www.nakajima-lc.com/

大阪府 鹿戸　佳代子 りんくう総合医療センター http://www.rgmc.izumisano.osaka.jp/

大阪府 秋田　絵理 医療法人　定生会　谷口病院 http://www.taniguchi-hp.org/

大阪府 鈴木　史明 医療法人　定生会　谷口病院 http://www.taniguchi-hp.org/

大阪府 西本　関男 西本産婦人科 http://www001.upp.so-net.ne.jp/nisimoto/index.html

大阪府 藤田　圭以子 阪南中央病院 http://www.hannan-chuo-hsp.or.jp/

大阪府 久保田　健 PL病院 http://www.plhospital.or.jp

大阪府 島岡　昌生 大阪府済生会富田林病院院 http://www.tonbyo.org/index.html

大阪府 井上　武司 医療法人　井上産婦人科クリニック http://www.inoue.or.jp/

大阪府 結木　宏行 井上産婦人科クリニック http://www.inoue.or.jp/

大阪府 小林　彌仁 医療法人　小林医院 http://www.kobayashi-clinic.or.jp/

大阪府 西川　英樹 野崎徳洲会病院 https://nozaki.tokushukai.or.jp/

大阪府 倉智　博久 大阪母子医療センター https://www.wch.opho.jp/

大阪府 小林　三津子 府中クリニック https://www.seichokai.or.jp/fuchuclinic/

大阪府 渕野　聖美 府中クリニック https://www.seichokai.or.jp/fuchuclinic/

大阪府 梶谷　耕二 市立柏原病院　 http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/

大阪府 札場　恵 市立柏原病院 http://www.hospital-kashiwara-osaka.jp/

大阪府 石田　雄三 石田医院 http://www.ishida-iin.com/

大阪府 平松　恵三 医療法人平成会　平松産婦人科クリニック http://www.hiramaz-ob-gyn.com/

大阪府 菊川　忠之 IVF大阪クリニック http://www.ivfosaka.com/

大阪府 飛彈　修二 河内総合病院 http://kawati.or.jp/

大阪府 竹村　秀雄 医療法人竹村医学研究会　小阪産病院 http://www.kosaka.or.jp/

大阪府 竹村　真紀 医療法人竹村医学研究会　小阪産病院 http://www.kosaka.or.jp/

大阪府 米田　美幸保 医療法人竹村医学研究会　小阪レディースクリニック http://www.kosaka.or.jp/lc/

大阪府 坪倉　省吾 医療法人　坪倉産婦人科 http://www.tsubokura.org/

大阪府 東條　純一 東條医院 http://www.etopia.jp/

大阪府 西岡　良泰 医療法人泰陽会　西岡医院 http://www.nishioka-clinic.com/

大阪府 森　政雄 森産婦人科 http://www.mori-sanfujinka.com/

大阪府 福田　武彦 医療法人三和会　福田産婦人科医院 http://fukuda-lc.com/

大阪府 細野　剛良 大阪電気通信大学 http://www.osakac.ac.jp/



大阪府 藤原　靖久 医療法人仁久会　藤原産婦人科 http://www.asahi-net.or.jp/~td6y-fjwr/

大阪府 鈴木　彩子 近畿大学医学部附属病院 http://www.med.kindai.ac.jp/huzoku/

大阪府 葉　宜慧 近畿大学医学部附属病院 http://www.med.kindai.ac.jp/huzoku/

大阪府 武田　卓 近畿大学東洋医学研究所 http://www.med.kindai.ac.jp/toyo/

兵庫県 黄　豊羽 甲南医療センター http://kohnan.or.jp/kohnan/

兵庫県 中島　進 中島クリニック http://www.nakajima-c.jp/

兵庫県 中村　益久 産科婦人科ナカムラクリニック http://www.nakamura-lc.com/

兵庫県 川口　惠子 川口レディースクリニック http://www.klady-clinic.gr.jp/

兵庫県 西原　真衣子 神戸海星病院 http://www.kobe-kaisei.org/

兵庫県 中野　篤 中野産婦人科医院

兵庫県 野々垣　真佐史 野々垣レディースクリニック http://nlc-hyogo.net/

兵庫県 澤田　啓子 みちもとレディースクリニック http://www.michimoto-cl.com/info.html

兵庫県 平池　秀和 愛育産婦人科 http://plaza.harmonix.ne.jp/~hiraike/

兵庫県 益子　和久 益子産婦人科医院 http://www.masuko-clinic.or.jp/

兵庫県 山下　詩乃 神戸医療センター http://www.kobemc.go.jp/

兵庫県 吉田　愛 神戸医療センター http://www.kobemc.go.jp/

兵庫県 伊藤　宏一 英ウイメンズクリニックたるみ http://www.hanabusaclinic.com/

兵庫県 竹内　節子 高取産婦人科医院

兵庫県 岡　憲史 オカ・レディースクリニック http://www.oka-lc.jp/

兵庫県 水鳥　真和 産科・婦人科みずとりクリニック http://www.mizutori-clinic.com

兵庫県 船越　徹 兵庫県立こども病院 http://www.hyogo-kodomo-hosp.com

兵庫県 松林　彩 神戸市立医療センター中央市民病院 http://chuo.kcho.jp/

兵庫県 鈴木　弘美 医療法人社団純心会　パルモア病院 http://www.palmore.or.jp/

兵庫県 山崎　峰夫 医療法人社団純心会　パルモア病院 http://www.palmore.or.jp/

大阪府 山中 美樹子 医療法人社団純心会　パルモア病院 http://www.palmore.or.jp/

兵庫県 施　裕徳 神戸大学医学部付属病院 http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/

兵庫県 出口　雅士 神戸大学医学部付属病院 http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/

兵庫県 森田　宏紀 神戸大学医学部付属病院 http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/

兵庫県 高谷　友紀子 山辺レディースクリニック http://www.yamabeclinic.com/

兵庫県 山辺　晋吾 山辺レディースクリニック http://www.yamabeclinic.com/

兵庫県 十倉　陽子 英ウィメンズクリニック http://www.hanabusaclinic.com/

兵庫県 林　奈央 英ウィメンズクリニック http://www.hanabusaclinic.com/

兵庫県 林　知惠子 医療法人社団レディスクリニックハヤシ http://www.clinic-hayashi.com/

兵庫県 松永　雅美 みやびレディースクリニック http://miyabi-lc.com/

兵庫県 山田　光雄 山田医院 http://www.h5.dion.ne.jp/~sa8dee/

兵庫県 大橋　正伸 医療法人三友会・なでしこレディースホスピタル http://nadeshikolh.jp/

兵庫県 岡崎　光男 おかざきマタニティクリニック http://www.gakuentoshi-mc.com/

兵庫県 沢岻　美奈子 久保みずき女性検診クリニック http://kubomizuki.com/

兵庫県 生橋　義之 製鉄記念広畑病院 http://www.hirohata-hp.or.jp/

兵庫県 太田　雅博 おおたレディスクリニック http://www.ohta-ladies-cl.com/

兵庫県 櫻井　広美 親愛産婦人科 http://sinai.gr.jp/sp/

兵庫県 中林　幸士 中林産婦人科クリニック http://www.nakabayashi-clinic.jp/

兵庫県 福本　悟 小国病院 http://www.oguni-hp.com/

兵庫県 福本　俊 小国病院 http://www.oguni-hp.com/

兵庫県 伊藤　進一 伊藤産婦人科医院 www.ito-sanfujinka.com

兵庫県 水谷　重康 末包クリニック http://www.suekane.or.jp/

兵庫県 南川　義夫 南川クリニック http://www.minakawa-obgy.or.jp/

兵庫県 横田　光 ウィメンズクリニック横田 http://wclinic-yokota.com/

兵庫県 河崎　あさひ あさぎり病院 https://www.asagiri-hp.or.jp/

兵庫県 冠野　博 医療法人社団私立二見レディースクリニック

兵庫県 木村　あずさ 木村産婦人科医院 http://kimura-azusa.com/

兵庫県 木村　伊都子 木村産婦人科医院 http://kimura-azusa.com/

兵庫県 水木　次郎 久保みずきレディースクリニック明石診療所 http://kubomizuki-akashi.jp/

兵庫県 木内　千暁 木内女性クリニック http://kiuchi-cl.com/

兵庫県 柴原　浩章 兵庫医科大学病院 http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/

兵庫県 髙橋　秀元 髙橋産婦人科クリニック http://www.tgc.or.jp/

兵庫県 永井　千穂 千穂ＰＬＵＳルナレディスクリニック http://luna-clinic.com/

兵庫県 星野　達二 医療法人　明和病院 https://www.meiwa-hospital.com/

兵庫県 西野　由香里 兵庫県立淡路医療センター http://www.awajimc.jp/

兵庫県 阿部　善継 阿部レディースクリニック http://www.ashiya-abe.com/

兵庫県 宮本　一 宮本産婦人科医院 http://nttbj.itp.ne.jp/0797310380/index.html

兵庫県 山田　美津子 みつこウィメンズクリニック http://www.mitsukoclinic.com/

兵庫県 多養　哲治 レディースクリニックTaya http://www.lc-taya.jp/

兵庫県 田中　慶介 医療法人回起会　奥産婦人科 http://www.oku-clinic.or.jp/

兵庫県 栗谷　圭子 大西レディースクリニック http://onishi-clinic.sakura.ne.jp/index.html

兵庫県 大門　美智子 大門病院 http://www.daimon-cl.com/

兵庫県 平野　剛 平野マタニティクリニック http://www.hirano-mc.com/

兵庫県 福本　悟 赤穂中央病院 http://www.hakuho.or.jp/ako/

兵庫県 紀伊　顕二 オーキッドレディースクリニック http://www.orchid-lc.com

兵庫県 服部　奈緒 医療法人　一陽会　服部病院 http://www.hattori-hospital.com/

兵庫県 加藤　宗寛 レディースクリニックかとう https://www.ladies-clinic-kato.com/greeting.html

兵庫県 藤井　光久 市立川西病院 http://www.kawanishi-hospital.jp/

兵庫県 東田　太郎 市立加西病院 http://www.hospital.kasai.hyogo.jp/

兵庫県 足髙　善彦 兵庫県立柏原病院 http://www.kaibara-hp.jp/

兵庫県 鈴木　美奈子 兵庫県立丹波医療センター https://tmc.hyogo.jp/

兵庫県 武田　晃子 兵庫県立丹波医療センター https://tmc.hyogo.jp/

兵庫県 西尾　明彦 加東市民病院 https://www.city.kato.lg.jp/hospital/

兵庫県 山田　順常 医療法人　山田会　山田レディースクリニック http://www.pure.ne.jp/~yamada

兵庫県 三浦　義正 三浦産婦人科

奈良県 石井　新 あやめ池いしい婦人科クリニック http://www.ayameike-ishii-wcl.com/

奈良県 中村　徹 医療法人双葉会　富雄産婦人科 http://www.tomio-w-clinic.or.jp/

奈良県 石橋　理子 奈良県総合医療センター http://www.nara-hp.jp/

奈良県 喜多　恒和 奈良県総合医療センター http://www.nara-hp.jp/

奈良県 佐道  俊幸 奈良県総合医療センター http://www.nara-hp.jp/

奈良県 園部　千絵 ちえクリニック http://chieclinic.com/

奈良県 延原　一郎 市立奈良病院 http://www.nara-jadecom.jp/

奈良県 平野　貞治 平野医院 http://www.hiranoiin.org/

奈良県 梶原　宏貴 大和高田市立病院 http://ym-hp.yamatotakada.nara.jp/index.html

奈良県 大西　俊介 大和郡山病院 http://yamatokoriyama.jcho.go.jp/

奈良県 三橋　仁美 三橋仁美レディースクリニック http://www1.mahoroba.ne.jp/~ykmao/hp/mitsuhasihitomi/

奈良県 三橋　洋治 三橋仁美レディースクリニック http://www1.mahoroba.ne.jp/~ykmao/hp/mitsuhasihitomi/

奈良県 穐西　実加 奈良県立医科大学附属病院 http://www.naramed-u.ac.jp/hospital/

奈良県 小池　奈月 奈良県立医科大学附属病院 http://www.naramed-u.ac.jp/hospital/

奈良県 重光　愛子 奈良県立医科大学附属病院 http://www.naramed-u.ac.jp/hospital/

奈良県 常見　泰平 奈良県立医科大学附属病院 http://www.naramed-u.ac.jp/hospital/

奈良県 長安　実加 奈良県立医科大学附属病院 http://www.naramed-u.ac.jp/hospital/

奈良県 丸山　祥代 奈良県立医科大学附属病院 http://www.naramed-u.ac.jp/hospital/

奈良県 小林　浩 ミズクリニックメイワン https://www.mscl-mayone.com/

奈良県 上田　浩 上田クリニック HPなし

奈良県 中島　容子 赤崎クリニック http://www.akasaki-clinic.net/

奈良県 大井　豪一 近畿大学奈良病院 http://www.kindainara.com/

奈良県 正武　孝規 医療法人白鳳会　林産婦人科登美ヶ丘 http://hakuhoukai.or.jp/tomigaoka/index.php

奈良県 平岡　克忠 平岡クリニック http://www.hiraoka-cl.jp/　←状況が不明です・・・

奈良県 別府　謙一 医療法人輝曜会　別府レディースクリニック http://beppu-ladies-clinic.p2.bindsite.jp/

奈良県 竹村　久仁子 医療法人竹村医院 なし

奈良県 潮田  悦男 医療法人八甲会　潮田クリニック https://hakkohkai.com/index.html

奈良県 藤本　佳克 南奈良総合医療センター http://nanwairyou.jp/minaminara/

奈良県 山下　健 新谷レディースクリニック http://shintani-lc.life.coocan.jp/

和歌山県 稲田　收俊 日本赤十字社和歌山医療センター http://www2.kankyo.ne.jp/nisseki-w/

和歌山県 金田　典子 葵町クリニック

和歌山県 佐々木　謙司 佐々木産婦人科医院 なし

和歌山県 髙野　登 一般財団法人　NSメディカル・ヘルスケアサービス　和歌山診療所 http://ns-med.or.jp/index.html

和歌山県 根来　孝夫 根来産婦人科 http://www.wakayama-osannet.org/sankaichiran/negoro.html

和歌山県 濱田　寛子 医療法人オリーブ会　はまだ産婦人科 http://hama-san.com/index.html

和歌山県 三谷　庸二 レディースクリニック三木町



和歌山県 矢本　希夫 独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山ろうさい病院 http://www.wakayamah.rofuku.go.jp/

和歌山県 内田　幾久子 いくこレディースクリニック http://ikuko-ladies.jp/

和歌山県 柳川　百世 柳川レディースクリニック http://www.eonet.ne.jp/~yanagawa/

和歌山県 古川　健一 橋本市民病院 http://www.hashimoto-hsp.jp/

和歌山県 曽和　正憲 ひだか病院 http://www.hidakagh.gobo.wakayama.jp/

和歌山県 西　丈則 公立那賀病院 http://www.nagahp.jp/

鳥取県 竹中　泰子 鳥取県立中央病院 http://www.pref.tottori.lg.jp/chuoubyouin/

鳥取県 根上　晃 ミオ・ファティリティ・クリニック http://www.mfc.or.jp/

鳥取県 井田　尚志 井田レディースクリニック http://www.ida-lc.com/

鳥取県 伊藤　隆志 母と子の長田産科婦人科クリニック http://www.nagata-clinic.net/

鳥取県 井庭　裕美子 彦名レディスライフクリニック http://hicona.jp/

鳥取県 明島　亮二 あけしまレディースクリニック http://www.akeshimaclinic.jp/

鳥取県 小笹　昭博 レディースクリニックひまわり　小笹産婦人科

鳥取県 小笹　貴子 レディースクリニックひまわり　小笹産婦人科

鳥取県 周防　加奈 鳥取県立厚生病院 http://www.pref.tottori.lg.jp/kouseibyouin/

鳥取県 濱吉　麻里 はまよしレディースクリニック https://www.hama-lc.com/

島根県 澤田　康治 松江赤十字病院 https://www.matsue.jrc.or.jp/

島根県 渋川　敏彦 マザリー産科婦人科医院 https://www.motherly.or.jp/

島根県 高尾　成久 八重垣レディースクリニック http://www.yaegaki-lc.jp/

島根県 田頭  稔弘 たがしらレディースクリニック http://tagashira-lc.jp/

島根県 田頭　由紀子 たがしらレディースクリニック http://tagashira-lc.jp/

島根県 田野　俊平 医療法人財団公仁会鹿島病院 http://www.kashima-hosp.or.jp/

島根県 豊嶋　直美 あさひまちクリニック http://www2.plala.or.jp/asahimachi-naika/

島根県 江木　徹 産婦人科江木医院

島根県 小林　正幸 浜田医療センター https://www.hamada-nh.jp/

島根県 岩成　治 島根県立中央病院 http://www.spch.izumo.shimane.jp/

島根県 山上　育子 島根県立中央病院 http://www.spch.izumo.shimane.jp/

島根県 江田　芳美 医療法人江田クリニック　江田クリニック産婦人科

島根県 佐藤　太聡 松陽台　佐藤クリニック

島根県 皆本　敏子 島根大学医学部付属病院 https://www.med.shimane-u.ac.jp/hospital/

島根県 三原　崇文 三原医院 http://www.mihara-cl.com/

島根県 吉野　直樹 出雲徳洲会病院 http://www.izumo-tokushukai.jp/

島根県 森山　昌之 益田赤十字病院 http://masuda.jrc.or.jp/

島根県 槙原　研 大田市立病院 http://www.ohda-hp.ohda.shimane.jp/

島根県 山本　和彦 社会医療法人仁寿診療所ながひさ http://k-jinju.or.jp/medicalcare/nagahisa.html

島根県 野坂　啓介 野坂医院

島根県 山根　由夫 済生会江津総合病院 http://saiseikai-gotsu.jp/

島根県 今村　加代 雲南市立総合病院 http://unnan-hp.jp/

岡山県 澤井　秀秋 ももレディースクリニック http://momo-lc.jp/

岡山県 江口　武志 岡山大学病院 https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

岡山県 中塚　幹也 岡山大学病院 https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

岡山県 増山　寿 岡山大学病院 https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

香川県 三島　桜子 岡山大学病院 https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

岡山県 江尻　孝平 岡山済生会総合病院 http://www.okayamasaiseikai.or.jp/

岡山県 小池　浩文 岡山済生会総合病院 http://www.okayamasaiseikai.or.jp/

岡山県 坂口　幸吉 岡山済生会総合病院 http://www.okayamasaiseikai.or.jp/

岡山県 平野　由紀夫 岡山済生会総合病院 http://www.okayamasaiseikai.or.jp/

岡山県 奥田　博之
医療法人養寿会　ウェル・ビーイング・メディカ保健クリニック

女性・漢方外来
http://www.w-bm.or.jp/

岡山県 金重　恵美子 岡山中央病院 http://www.kohjin.ne.jp/hospital/central/central.html

岡山県 上村　茂仁 ウィメンズクリニック・かみむら http://www.wck-ok.jp/

岡山県 河本　義之 一般財団法人淳風会　健康管理センター岡山 http://junpukai.or.jp/center/

岡山県 新家　朱理 岡山市立市民病院 http://okayama-gmc.or.jp/shimin/

岡山県 関　明穂 岡山県健康づくり財団 http://www.okakenko.jp/

岡山県 中塚　一女 岡山県健康づくり財団 http://www.okakenko.jp/

岡山県 中村　淳一 中村産婦人科医院 HPなし

岡山県 藤原　道久 川崎医科大学総合医療センター http://www.kawasaki-m.ac.jp/kawasakihp/

岡山県 本郷　淳司 川崎医科大学総合医療センター http://www.kawasaki-m.ac.jp/kawasakihp/

岡山県 山崎　善久 医療法人慈光苑　山崎産婦人科医院 HPなし

岡山県 杉山　守 医療法人　さくらクリニック http://www.sakura-clinic.com/index.html

岡山県 伊原　直美 医療法人国泰会　丹羽病院 http://www.niwa.or.jp/page07.php

岡山県 赤松　一代 医療法人至誠会　赤松病院 http://www.akamatsu.or.jp/

岡山県 下屋　浩一郎 川崎医科大学附属病院 https://www.kawasaki-m.ac.jp/hospital/index.php

岡山県 鈴木　聡一郎 川崎医科大学附属病院 https://www.kawasaki-m.ac.jp/hospital/index.php

岡山県 中村　隆文 川崎医科大学附属病院 https://www.kawasaki-m.ac.jp/hospital/index.php

岡山県 橘　洋一 医療法人　橘産婦人科医院 HPなし

岡山県 赤堀　周一郎 一般財団法人赤堀病院 http://www.akahori.or.jp/

岡山県 光井　毅 光井産婦人科 http://www.mitsui-lc.jp/index.html

岡山県 八代 由里子 尾島クリニック http://www.ojimaclinic.com/

岡山県 八代  義弘 尾島クリニック http://www.ojimaclinic.com/

岡山県 山田　紳介 山田医院 HPなし

広島県 芥川　秀之 中電病院 https://www.energia.co.jp/hospital/

広島県 小松　正伸 医）産婦人科内科　小松クリニック http://www.komatu.org/

広島県 河野  美代子 医）河野産婦人科クリニック

広島県 藤井　恒夫 医）藤井レディースクリニック http://www.fujii-ladies-clinic.jp/

広島県 貞森　理子 さだもりレディースクリニック http://www.sadalc.cc/

広島県 中原　恭子 女性クリニック　ラポール http://www.women-rapport-clinic.com/

広島県 横田　康平 広島記念病院 https://www.kkrhiroshimakinen-hp.org/

広島県 正岡　亨 医療法人社団　正岡病院 http://www.masaoka-hp.com/

広島県 新谷　惠司 広島逓信病院 http://www.hospital.japanpost.jp/hiroshima/

広島県 温泉川　梅代 広島女性クリニック http://www.hiroshimabreastcenter.co.jp/fujin/

広島県 谷本　博利 すみれ産婦人科クリニック http://www.sumire-wcl.com/

広島県 大下　孝史 さくらウィメンズクリニック http://www.sakurawc.com/

広島県 向井　季與美 医療法人紹応会　河田産婦人科医院 http://kawata-obgy.com/

広島県 向井　啓司 医療法人紹応会　河田産婦人科医院 http://kawata-obgy.com/

広島県 川上　洋介 ウィミンズ・ヴィセオクリニック　広島 http://www.womens-viseo.com/

広島県 河村　慎吾 医療法人社団　鈴峰今中医院 http://www.kawamura.gr.jp/

広島県 浦山　彩子 県立広島病院 http://www.hph.pref.hiroshima.jp/

広島県 新甲　さなえ 新甲さなえ女性クリニック http://www.sanae-clinic.com/

広島県 瀬戸　真理子 瀬戸産婦人科医院

広島県 田中  文男 田中産婦人科クリニック

広島県 卜部　理恵 中国労災病院 http://www.chugokuh.johas.go.jp/

広島県 笠岡　永光 笠岡レディースクリニック http://kasaoka-clinic.jp/

広島県 占部　智 安田病院 http://www.yasudabyouin.com/

広島県 坂下　知久 JA尾道総合病院 http://onomichi-gh.jp/

広島県 真野　隆文 公立みつぎ総合病院　 http://www.mitsugibyouin.com/

広島県 大塚　由有子 公立学校共済組合 中国中央病院 http://www.kouritu-cch.jp/

広島県 山本　昌彦 公立学校共済組合 中国中央病院 http://www.kouritu-cch.jp/

広島県 大本  裕之 おおもとウィメンズクリニック http://ohwc.jp/

広島県 大本　佳恵 おおもとウィメンズクリニック http://ohwc.jp/

広島県 森川　麻里 よしだレディースクリニック内科・小児科 http://yoshida-ladies.net/

広島県 寺本　秀樹 庄原赤十字病院 http://www.shobara.jrc.or.jp/

広島県 今城  雅彦 いまじょうクリニック http://imajo-cl.com/

広島県 松林　滋 松林レディースクリニック http://www.matsubayashi-lc.com/

広島県 山本  雅子 医）大和会西条ときわクリニック http://www.yamatokai.com/index.html

広島県 横山　英紀 よこやま産婦人科 http://www.east-hiroshima-med.or.jp/joho/yokoyama.htm

広島県 江川　健士 江川レディースクリニック http://www.egawa.or.jp/

広島県 久松　和寛 ひさまつ産婦人科医院 http://hisamatsu.or.jp/

広島県 加藤　浩二 かとうレディースクリニック http://www.kato-lc.jp/

広島県 中西　慶喜 JA広島総合病院 http://www.hirobyo.jp/

広島県 岩沖  靖久 広島県厚生連吉田総合病院 http://yoshida-gene-hospi.jp/

広島県 豊田　紳敬 医療法人　豊田レディースクリニック http://www.toyota-lc.jp/

山口県 岡田　理 山口県済生会豊浦病院 https://www.toyoura-saiseikai.jp/

山口県 近藤　裕子 医療法人社団　野口産婦人科医院 http://ogyaaaa3.com/clinic/gaiyo.html



山口県 菊田　恭子 藤野産婦人科医院 http://www.tip.ne.jp/fujino/

山口県 田村　晴代 藤野産婦人科医院 http://www.tip.ne.jp/fujino/

山口県 藤野　俊夫 藤野産婦人科医院 http://www.tip.ne.jp/fujino/

山口県 江本　智子 江本智子ウィメンズクリニック http://www.tomoko-clinic.com/

山口県 永井  理博 永井レディースクリニック

山口県 縄田　修吾 なわたクリニック http://www.nawata-clinic.com/

山口県 長屋　壽雄 ながやレディースクリニック

山口県 中村　正也 なかむらレディースクリニック

山口県 上田　一之 山口県立総合医療センター http://www.ymghp.jp/

山口県 讃井　裕美 山口県立総合医療センター http://www.ymghp.jp/

山口県 中村　康彦 山口県立総合医療センター http://www.ymghp.jp/

山口県 小笠　麻紀 おがさまきレディースクリニック http://www.ogsmk-ladiesclinic.jp/

山口県 後　賢 医療法人緑山会　下松中央病院 http://ryokuzankai.jp/grp/kudamatsu/

山口県 山下  三郎 山下ウィメンズクリニック http://ivf-ywc.tumblr.com/

山口県 手嶋　咲子 梅田病院 http://umeda-hospital.or.jp/

山口県 服部　守志 長門総合病院 http://www.nagato-hp.jp/

山口県 阿部　博昭 優クリニック

山口県 村上　明弘 山陽小野田市民病院 https://sanyo-onoda-city-hosp.jp/

徳島県 苛原　稔 徳島大学病院 http://www.tokushima-hosp.jp

徳島県 岩佐　武 徳島大学病院 http://www.tokushima-hosp.jp

徳島県 加藤　剛志 徳島大学病院 http://www.tokushima-hosp.jp

徳島県 西村　正人 徳島大学病院 http://www.tokushima-hosp.jp

徳島県 冨岡　道夫 冨岡医院 なし

徳島県 美馬　淑子 美馬とし子レディースクリニック なし

徳島県 山口　亜衣子 恵愛レディースクリニック https://www.keiai-hp.com/

徳島県 山本　哲史 徳島市民病院 http://www.city.tokushima.tokushima.jp/siminbyoin/

徳島県 漆川　敬治 徳島県鳴門病院 http://naruto-hsp.jp/

徳島県 炬口　恵理 徳島県鳴門病院 http://naruto-hsp.jp/

徳島県 松井　寿美佳 徳島赤十字病院 http://www.tokushima-med.jrc.or.jp/

徳島県 木下　恒夫 医療法人木下産婦人科内科病院 なし

徳島県 斎藤　誠一郎 ルナウイメンズクリニック http://luna-wc.com/

徳島県 沖津　修 つるぎ町立半田病院 http://www.handa-hospital.jp/

徳島県 新居　真理 つるぎ町立半田病院 http://www.handa-hospital.jp/

徳島県 手束　典子 手束病院 http://www.tezuka-hosp.or.jp/

香川県 梶　笑美子 香川県立中央病院 http://www.chp-kagawa.jp/

香川県 永坂　久子 香川県立中央病院 http://www.chp-kagawa.jp/

香川県 堀口　育代 香川県立中央病院 http://www.chp-kagawa.jp/

香川県 米澤　優 香川県立中央病院 http://www.chp-kagawa.jp/

香川県 西條　良香 高松紺屋町クリニック健診センター http://well-sprt.com/

香川県 佐藤　幸保 高松赤十字病院 https://www.takamatsu.jrc.or.jp/

香川県 鈴木　恵子 鈴木レディースクリニック

香川県 河西　邦浩 屋島総合病院 http://www.yashima-hp.com/

香川県 西口　園恵 医療法人社団愛和会　あさひクリニック http://www.asahi-cl.jp/

香川県 沼本　篤男 沼本産婦人科医院 なし

香川県 山本　順子 谷病院 http://www.tani.com/

香川県 樋口　和彦 さぬき市民病院 http://www.city.sanuki.kagawa.jp/hospital/

香川県 藤田　卓男 高瀬第一医院 なし

香川県 川本　雅教 滝宮総合病院 http://www.takinomiya-hp.com/

香川県 森下　嘉一郎 おおにし病院 http://www.ritmo.or.jp/onishi/

愛媛県 梅岡　弘一郎 医療法人　梅岡レディースクリニック http://umeoka-lc.or.jp/

愛媛県 金子  久恵 NTTまどんな病院 http://www.ntt-west.co.jp/matsubyo/

愛媛県 横山　幹文 松山赤十字病院 http://www.matsuyama.jrc.or.jp/index.shtml

愛媛県 古谷　公一 医療法人　矢野産婦人科 http://www.yanomc.com/

愛媛県 矢野　浩史 医療法人　矢野産婦人科 http://www.yanomc.com/

愛媛県 矢野  知恵子 医療法人　矢野産婦人科 http://www.yanomc.com/

愛媛県 松岡　俊江 松岡婦人科クリニック https://www.matsuokafujinka-cl.jp/

愛媛県 平塚　美枝 福井ウィメンズクリニック http://www.fukuiwc.jp/

愛媛県 小泉　幸司 産科婦人科ばらのいずみクリニック http://www.baranoizumi-clinic.com/

愛媛県 鵜久森　夏世 つばきウィメンズクリニック http://tsubaki-wc.com/

愛媛県 佐々木　容子 つばきウィメンズクリニック http://tsubaki-wc.com/

愛媛県 須賀　真美 つばきウィメンズクリニック http://tsubaki-wc.com/

愛媛県 立花　綾香 四国中央病院 http://www.shikoku-ctr-hsp.jp/

愛媛県 矢野　真理 市立宇和島病院 http://www.uwajima-mh.jp/

愛媛県 平野　真理 愛媛労災病院 http://www.ehimeh.johas.go.jp/

愛媛県 宮内　文久 愛媛労災病院 http://www.ehimeh.johas.go.jp/

愛媛県 岩本　麻里 いわもと婦人科クリニック https://www.iwamotofujinka-cl.com/index.html

愛媛県 杉山　隆 愛媛大学医学部附属病院 https://www.hsp.ehime-u.ac.jp/

愛媛県 髙木　香津子 愛媛大学医学部附属病院 https://www.hsp.ehime-u.ac.jp/

愛媛県 松原　裕子 愛媛大学医学部附属病院 https://www.hsp.ehime-u.ac.jp/

高知県 内田  博久 (医）博生会　内田産婦人科

高知県 梅原　惇 梅原産科婦人科

高知県 國見　祐輔 国見産婦人科 http://www13.plala.or.jp/kunimi_baby/index.html

高知県 毛山　薫 毛山病院 https://keyama-clinic.com/

高知県 小林  津月 小林レディスクリニック http://koba-lc.gr.jp/

高知県 小松　淳子 高知医療センター http://www.khsc.or.jp/

高知県 滝川　稚也 高知病院 https://kochi.hosp.go.jp/

高知県 徳重　秀将 JA高知病院 http://kouseiren.ja-kochi.or.jp/

高知県 北村  凌 北村産婦人科 http://wwwb.pikara.ne.jp/w-kitamura/

福岡県 木原　郁夫 日本海員救済会　門司掖済会病院 http://www.ekisaikai-moji.jp/

福岡県 北村　知恵子 医療法人五秀会　末永産婦人科麻酔科医院 https://www.suenaga-mcl.com/

福岡県 津田　裕文 産科婦人科津田医院 なし

福岡県 吉村　和晃 産業医科大学若松病院 http://www.uoeh-u.ac.jp/wakamatsu.html

福岡県 横田　大介 戸畑総合病院 http://www.iwakikai.com/

福岡県 池田　信子 産婦人科診療所マ・メール http://www.ma-mere.jp

福岡県 行徳　英明 行徳クリニック http://gyotoku.com/

福岡県 近藤　正彦 近藤ウィメンズ・クリニック http://kondo-cl.com

福岡県 坂口　優子 小倉記念病院 http://www.kokurakinen.or.jp/byoin/

福岡県 濱口　欣也 濱口産婦人科クリニック http://www.hwclinic.or.jp/

福岡県 大久保　信之 医療法人　幸の鳥医院 http://kounotoriclinic.webmedipr.jp/

福岡県 熊谷　晴介 医療法人　熊谷医院 http://www.kumagai-obgy-clinic.or.jp/

福岡県 村上　緑 国立病院機構　小倉医療センター http://www.kokura-hp.jp/

福岡県 今福　雅子 北九州市立八幡病院 http://www.yahatahp.jp

福岡県 西村　和朗 産業医科大学病院 http://www.uoeh-u.ac.jp/wakamatsu.html

福岡県 上平　謙二 うえひらウィメンズクリニック http://www.uwc.jp/

福岡県 江頭　活子 九州大学病院 http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/

福岡県 加藤　聖子 九州大学病院 http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/

福岡県 小松　一 医療法人青葉レディースクリニック http://www.aoba-ladies.jp/

福岡県 中並　尚幸 福岡市立こども病院 http://www.fcho.jp/childhp/

福岡県 平川　俊夫 医療法人エスダブリューシー真田産婦人科麻酔科クリニック http://www.sanada-cl.com/

福岡県 平川　万紀子 医療法人エスダブリューシー真田産婦人科麻酔科クリニック http://www.sanada-cl.com/

福岡県 三浦　郁子 医療法人エスダブリューシー真田産婦人科麻酔科クリニック http://www.sanada-cl.com/

福岡県 井上　善仁 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 http://www.hamanomachi.jp/

福岡県 槝之浦　佳奈 九州医療センター http://www.kyumed.jp/index.html

福岡県 河村　英彦 https://www.hamanomachi.jp/

福岡県 木原　祥子 オリーブレディースクリニック福岡

福岡県 永田　新 医療法人愛成会東野産婦人科 http://www.toono.or.jp/

福岡県 堀岡　敬子 医療法人愛成会 東野産婦人科 http://www.toono.or.jp/

福岡県 中西　貴子 テレサ福岡天神ウィメンズクリニック https://teresa-tenjin-clinic.com/

福岡県 蜂須賀　正 医療法人社団清和会　はちすが産婦人科・小児科医院 http://www.hachisuga-c.com/

福岡県 蜂須賀　正光 医療法人社団清和会　はちすが産婦人科・小児科医院 http://www.hachisuga-c.com/

福岡県 濱田　郁代 郁レディースクリニック http://iku-ladiesclinic.com/

福岡県 日浅　佳奈 日浅レディースクリニック https://hiasalc.jp

福岡県 森　俊介 森レディースクリニック http://mori-lc.net/

福岡県 山下　英俊 福岡中央総合健診センター http://www.f-pet.jp/



福岡県 田浦　裕三子 一般財団法人　西日本産業衛生会　福岡健診診療所 http://www.nishieikai.or.jp/kenshin/fukuoka/index.php

福岡県 濱崎　勲重 椎名マタニティクリニック http://www.shiina-mc.com/

福岡県 東原　潤一郎 産婦人科・麻酔科　東原クリニック http://www5b.biglobe.ne.jp/~h_clinic/

福岡県 安藤　真理子 西福岡病院 http://www.nishifukuhp.or.jp/

福岡県 長野　英嗣 医療法人長野醫院　長野産婦人科クリニック http://www.nagano-sanfujinka.or.jp/

福岡県 吉永　公典 吉永産婦人科医院 http://www.y-gyneclinic.com/top_page.html

福岡県 日高　輝幸 エンゼル・マタニティ・クリニック http://www.angel-maternity.com/

福岡県 上杉　佳子 済生会大牟田病院 http://www.omuta-saiseikai.jp/

福岡県 河田　文子 河田産婦人科 http://kawata-clinic.net/

福岡県 駒井　幹 久留米大学病院 http://www.hosp.kurume-u.ac.jp/

福岡県 本多　加珠美 久留米大学病院 http://www.hosp.kurume-u.ac.jp/

福岡県 吉賀　由佳 久留米大学病院 http://www.hosp.kurume-u.ac.jp/

福岡県 前田　哲雄 まえだ婦人科クリニック http://maeda-fujinka.com

福岡県 三嶋　すみれ 久留米総合病院 https://kurume.jcho.go.jp/

福岡県 宮原　通義 医療法人産科婦人科宮原クリニック http://www.miyahara.or.jp

福岡県 松岡　良衛 松岡産婦人科医院 http://www.matsuoka-sanfujinka.com/

福岡県 黒松　肇 社会保険田川病院 http://www.s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp/

福岡県 畑　春香 社会保険田川病院 http://www.s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp/

福岡県 藤井　毅 社会保険田川病院 http://www.s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp/

福岡県 嘉村　敏治 一般財団法人 医療・福祉・介護 教育研究財団 柳川病院 http://www.yanagawa-hsp.jp/

福岡県 宮川　三代子 公立八女総合病院 http://www.hosp-yame.jp/hospital/

福岡県 桑原　吉高 医療法人桑原産婦人科医院 http://www.kuwaharasanfujinka.jp/index.htm

福岡県 西尾　紘明 医療法人西尾産婦人科医院 http://iiosan.sakura.ne.jp/

福岡県 天ヶ瀬　寛信 あまがせ産婦人科 http://www.amagase.jp/

福岡県 近藤　晴彦 あまがせ産婦人科 http://www.amagase.jp/

福岡県 有吉　徳雄 ありよしレディースクリニック http://www.ariyoshi.dr-clinic.jp/

福岡県 石　明寛 愛和病院 http://aiwa-hospital.or.jp/

福岡県 石田　清 石田レディースクリニック http://www.ishida-lc.com/

福岡県 白橋　淨彦 医療法人社団水光会　宗像水光会総合病院 http://www.suikokai.or.jp/

福岡県 長尾　弘子 医療法人社団水光会　宗像水光会総合病院 http://www.suikokai.or.jp/

福岡県 合屋　英俊 医療法人　合屋産婦人科 http://gohya1926.com/

福岡県 西尾　薫理 マミーズクリニックルナ https://www.mcl.baby/

福岡県 片瀬　高 医療法人)養真堂  産婦人科  筑紫クリニック http://www.chikushiclinic.com/

福岡県 窪田　真知 医療法人)養真堂  産婦人科  筑紫クリニック http://www.chikushiclinic.com/

福岡県 藤　伸裕 藤産婦人科医院 なし

福岡県 山嵜　富三男 医療法人道生会　山崎産婦人科小児科医院 http://yamasakisanfu.com/

福岡県 中山　麻子 医療法人　中山産婦人科医院 なし

福岡県 中野　章子 しょうこ・女性クリニック https://shoko-ladies.com/

佐賀県 大隈　良護 おおくま産婦人科 http://www.ookuma-ladiesclinic.com/index.html

佐賀県 小野　剛史 独立行政法人国立病院機構 佐賀病院 http://www.saga-hosp.jp/

佐賀県 坂西　愛 佐賀中部病院 https://saga.jcho.go.jp/

佐賀県 野口　光代 佐賀中部病院 https://saga.jcho.go.jp/

佐賀県 田中　博志 田中産婦人科 https://www.tanaka-womens-clinic.com/

佐賀県 西山　哲 佐賀大学医学部附属病院 https://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/hp/

佐賀県 秀島　未紗子 佐賀大学医学部附属病院 https://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/hp/

佐賀県 福田　亜紗子 佐賀大学医学部附属病院 https://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/hp/

佐賀県 横山　正俊 佐賀大学医学部附属病院 https://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/hp/

佐賀県 平井　朋恵 武雄レディースクリニック http://takeo-lc.com/

佐賀県 八並　直子 佐賀県医療センター好生館 http://www.koseikan.jp/

佐賀県 西岡　智子 すこやか女性クリニック http://sukoyaka-jyosei.p2.weblife.me/

佐賀県 山田　孝之 レディースクリニック山田産婦人科 http://www.lcy.or.jp/

佐賀県 内山　倫子 医療法人　内山産婦人科医院 http://uchiyama-clinic.sakura.ne.jp/

佐賀県 中島  久良 独立行政法人国立病院機構　嬉野医療センター https://ureshino.hosp.go.jp/

佐賀県 大隈　良成 大隈レディースクリニック http://www.ohkuma-lc.net/

長崎県 池田　裕一郎 池田産科－YOU－婦人科医院 http://www.ikeda-you-clinic.jp/

長崎県 今村　定臣 いまむらウィミンズクリニック http://www.imamura-byoin.com/

長崎県 岡　武 清水病院

長崎県 北島　道夫 長崎大学病院 http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/

長崎県 北島　百合子 長崎大学病院 http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/

長崎県 藤尾　加代子 長崎大学病院 http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/

長崎県 三浦　清徳 長崎大学病院 http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/

長崎県 藤下　晃 済生会長崎病院 http://www.nsaisei.or.jp

長崎県 釘島　ゆかり やすひウィメンズヘルスクリニック http://www.y-yasuhi.com/

長崎県 小寺　宏平 長崎みなとメディカルセンター http://shibyo.nmh.jp/

長崎県 吉村　秀一郎 長崎みなとメディカルセンター http://shibyo.nmh.jp/

長崎県 松尾　敦 まつお産科・婦人科クリニック http://www.matsuo.justhpbs.jp/

長崎県 杉田　佑保 杉田レディースクリニック

長崎県 田栗　博紹 田栗レディースクリニック http://www.taguri-clinic.com/

長崎県 蓮尾　敦子 みやむら女性のクリニック http://miyamura-joseiclinic.or.jp/

長崎県 秦　知紀 重工記念長崎病院 http://www.jmnh.or.jp/

長崎県 藤田　晃 藤田クリニック https://babymassagefujita.jimdo.com/

長崎県 宮村　庸剛 医療法人しもむら産婦人科 https://www.shimomura-goh.com/

長崎県 森崎　正幸 医療法人宝マタニティクリニック http://www.takaramaternity.com/

長崎県 関本　眞由美 医療法人慈眼会　坂本医院　内科・婦人科 http://www.himawarinet.ne.jp/~jigenkai/

長崎県 小無田　明美 立石産婦人科医院

長崎県 宮崎　正浩 医療法人　松角会　マムレディースクリニック http://www.sanfujinkamom.com/

長崎県 宮下　昌子 医療法人　安永産婦人科医院 http://www.yasunaga-obgy.jp/

長崎県 荒木　文明 医療法人　大村中央産婦人科 http://omura-central.jp/

長崎県 古賀　恵 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター https://nagasaki-mc.hosp.go.jp/

長崎県 重松　潤 医療法人福重会レディースクリニック　しげまつ http://sigematu.webmedipr.jp/

長崎県 中山　吉則 中山レディースクリニック

長崎県 小屋松　加奈子 長崎県五島中央病院 http://www.gotocyuoh-hospital.jp/

熊本県 髙木　みか 熊本医療センター http://www.nho-kumamoto.jp/

熊本県 田代　正道 田代産婦人科医院 https://tashiroclinic.jimdo.com/

熊本県 田畑　愛 フォーシーズンズレディースクリニック http://fourseasons096.com/

熊本県 新田　愼 医療法人社団愛育会　福田病院 http://www.fukuda-hp.or.jp/

熊本県 水溜　絵津子 八木産婦人科医院 http://www.yagisanfujinka.jp/

熊本県 吉村　寿博 よしむら産婦人科皮ふ科クリニック http://www.yoshimura-gdc.jp/

熊本県 松尾　勇 医療法人聖粒会　慈恵病院 http://jikei-hp.or.jp/

熊本県 家村　和千代 日本赤十字社熊本健康管理センター https://www.kenkan.gr.jp/

熊本県 大竹　秀幸 熊本市民病院 http://www.cityhosp-kumamoto.jp/

熊本県 黒田　くみ子 清ら内科産婦人科医院 https://www.facebook.com/kiyora.ob.gyn/?modal=admin_todo_tour

熊本県 寺尾　雅子 熊本心身医療クリニック http://meikunkai.com/

熊本県 内野　貴久子 うちの産婦人科 http://www.uchino.or.jp/

熊本県 福田　宰 福田クリニック産婦人科内科

熊本県 下川  研一 下川産婦人科医院

熊本県 井上　弘一 山鹿市民医療センター http://yamaga-medical-center.jp/

熊本県 米田　義典 米田産婦人科医院

熊本県 荒尾　慎治 医療法人社団坂梨会　阿蘇温泉病院 http://www.asospahp.jp/onsenhospital/

熊本県 池田　景子 医療法人榮邦会　池田クリニック http://www.ikedaclinic.com/

熊本県 値賀　正章 ちが産婦人科医院 http://www.web-clover.net/chiga-c/

大分県 伊東　裕子 セント・ルカ産婦人科 http://www.st-luke.jp/

大分県 衛藤　真理 曽根崎産婦人科 http://sonezaki-clinic.com/

大分県 河邉　史子 大分医療センター https://oita.hosp.go.jp/

大分県 貞永　明美 貞永産婦人科医院 sadanaga-ladies.com/

大分県 千代田　隆児 医療法人千代田レディースクリニック

大分県 西馬　小百合 さゆりレディースクリニック http://www.sayuriclinic.jp/

大分県 宮村　研二 医療法人悠育会みやむらレディースクリニック

大分県 安武　玄太郎 安武クリニック http://yasutake-clinic.jp/

大分県 吉武　朋子 大分中村病院 http://www.nakamura-hosp.or.jp/

大分県 岩永　成晃 別府市医師会地域保健センター http://www.beppu-med.or.jp/fujinka/#1

大分県 本多　和夫 医療法人あおい産婦人科 http://oita-aoiclinic.jp/

大分県 園田　真由 宮原レディースクリニック http://miyahara-lc.com/

大分県 管野　輝勝 産科婦人科すがのウィメンズクリニック http://www.sugano-clinic.jp/



大分県 谷口　久枝 ひなた女性クリニック http://yaguchi.saiki.jp/

大分県 室　康治 さくら産婦人科医院

大分県 松本　英雄 レディースクリニック松本醫院

大分県 河邉　史子 豊後大野市民病院ー http://www.bungo-ohno-hp.jp/

大分県 西田　欣広 大分大学医学部附属病院 http://www.med.oita-u.ac.jp/hospital/index.html

宮崎県 明野　慶子 宮崎市郡医師会病院 http://www.cure.or.jp/

宮崎県 上山　貴子 うえやま貴子クリニック HPなし

宮崎県 楠元　和美 宮崎大学医学部附属病院 http://www.miyazaki-u.ac.jp/

宮崎県 瀬口　清美 宮崎大学医学部附属病院 http://www.miyazaki-u.ac.jp/

宮崎県 山口　昌俊 宮崎大学医学部附属病院 http://www.miyazaki-u.ac.jp/

宮崎県 髙村　一紘 宮崎県立宮崎病院 http://kenritsu-miyazakibyouin.jp/

宮崎県 濱田　政雄 はまだレディスクリニック HPなし

宮崎県 河崎　良和 社会医療法人同心会　古賀総合病院 http://www.kgh.or.jp/

宮崎県 肥後　貴史 社会医療法人　同心会　古賀総合病院 http://www.kgh.or.jp/

宮崎県 野田　俊一 野田医院 http://www.noda-clinic.jp/

宮崎県 武田　豊明 すみ産婦人科医院 https://sumisan.co/

宮崎県 前田　千登世 医療法人育優会　すみ産婦人科医院 https://sumisan.co/

宮崎県 吉山　登志子 北原医院 http://www.kitaharaclinic.com/index.html

宮崎県 中元寺　義昭 中元寺産婦人科医院 HPなし

宮崎県 山尾　裕通 医療法人社団育生会　井上病院 http://www.inoue-hp.jp/

宮崎県 内村　利博 うちむらクリニック http://uclinic.net/

鹿児島県 家村　明子 光輪会　鹿児島クリニック

鹿児島県 石井　裕子 石塚レディースクリニッック http://ishitsuka-lc.jp/

鹿児島県 山元　志奈子 石塚レディースクリニッック http://ishitsuka-lc.jp/

鹿児島県 鵜木　康資 うのきクリニック http://unoki-cl.com/

鹿児島県 片瀬　剛 片瀬クリニック http://www.11hospital.com/katase/

鹿児島県 加藤　明彦 今給黎総合病院 http://imakiire.jp/

鹿児島県 兒島　信子 今給黎総合病院 http://imakiire.jp/

鹿児島県 寺原　賢人 今給黎総合病院 http://imakiire.jp/

鹿児島県 中間　恵美子 今給黎総合病院 http://imakiire.jp/

鹿児島県 上片平  昭二 医療法人正栄会上片平産婦人科内科 http://kamikatahira-lc.webmedipr.jp/

鹿児島県 唐木田　智子 鹿児島医療センター http://kagomc.jp/

鹿児島県 恒松　良祐 鹿児島医療センター http://kagomc.jp/

鹿児島県 牧瀬　裕恵 鹿児島医療センター http://kagomc.jp/

鹿児島県 儀保　晶子 愛育病院 http://www.synapse.ne.jp/aiiku_hp/aiiku/

鹿児島県 吉冨　奈央 愛育病院 http://www.synapse.ne.jp/aiiku_hp/aiiku/

鹿児島県 楠元　博彦 やはたウィメンズクリニック http://yahata-wc.jp/

鹿児島県 蔵屋　一枝 のぼり病院 http://www.nobori.or.jp/

鹿児島県 小斉平　千世佳 鹿児島市立病院 http://www.kch.kagoshima.jp/

鹿児島県 戸田　薫 鹿児島市立病院 http://www.kch.kagoshima.jp/

鹿児島県 中川　映理子 鹿児島市立病院 http://www.kch.kagoshima.jp/

鹿児島県 三浦　美沙 鹿児島市立病院 http://www.kch.kagoshima.jp/

鹿児島県 塩川　宏信 医療法人清泉会 伊集院病院 http://www.ijuin.or.jp/

鹿児島県 關根　さおり たけのはし大山医院

鹿児島県 堂園　光一郎 産婦人科・麻酔科　堂園クリニック https://www.facebook.com/dozonoclinic/

鹿児島県 中村　佐知子 中村（哲）産婦人科・内科 http://www.minc.ne.jp/~i-hakuyuu/

鹿児島県 中村　砂登美 さとみクリニック http://satomi-clinic.com/

鹿児島県 中村　安俊 中村レディースクリニック http://www.synapse.ne.jp/keima/

鹿児島県 前田　千登世 柿木病院 https://www.kakinoki-hp.or.jp/

鹿児島県 王谷　英仁 医療法人　王産婦人科 http://www.synapse.ne.jp/hidehito/

鹿児島県 松尾　隆志 済生会川内病院 http://www.saiseikai-sendai.jp/

鹿児島県 久米　浩太 産科・婦人科　久米クリニック http://www.synapse.ne.jp/kouta/

鹿児島県 有馬　直見 有馬産婦人科 http://arima-lc.sakura.ne.jp/

鹿児島県 折田　有史 県立大島病院 http://hospital.pref.kagoshima.jp/oshima/

鹿児島県 飯尾　一登 飯尾医院

沖縄県 伊波　一郎 伊波レディースクリニック http://www.iha-ladies.com/index.html

沖縄県 兼村　朱里 沖縄赤十字病院 http://www.okinawa-med.jrc.or.jp/

沖縄県 嘉陽　真美 沖縄協同病院 http://oki-kyo.jp/

沖縄県 徳嶺　辰彦 大浜第一病院 http://www.omotokai.or.jp/ohama1/

沖縄県 友利　俊一 友利産婦人科 https://tomori-clinic.jp

沖縄県 宮良　美代子 美代子クリニック

沖縄県 古賀　千悠 県立八重山病院 http://www.hosp.pref.okinawa.jp/yaeyama/

沖縄県 砂川　綾子 バークレーレディースクリニック

沖縄県 和田　美智子 美ら海ハシイ産婦人科 https://chura-lc.jp/

沖縄県 宮城　源 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院附属健康管理センター http://yuuai-kenkou.jp/

沖縄県 比嘉　佐和子 名城病院 http://www.nashiro.jp/

沖縄県 名城　貴子 名城病院 http://www.nashiro.jp/

沖縄県 直海　玲 沖縄県立中部病院 https://chubuweb.hosp.pref.okinawa.jp/

沖縄県 宮城　博子 みやぎＭS.クリニック

沖縄県 佐久本　哲郎 空の森クリニック http://soranomori.info/

沖縄県 平敷　千晶 沖縄県立南部医療センター・ことも医療センター http://www.hosp.pref.okinawa.jp/nanbu/

沖縄県 大石　杉子 琉球大学医学部附属病院 http://www.hosp.u-ryukyu.ac.jp/

沖縄県 平良　祐介 琉球大学医学部附属病院 http://www.hosp.u-ryukyu.ac.jp/

沖縄県 銘苅　桂子 琉球大学医学部附属病院 http://www.hosp.u-ryukyu.ac.jp/


