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県立宮崎病院愛甲碧

八戸赤十字病院会田剛史

福山市民病院青江尚志

松江赤十字病院青木昭和

慶應義塾大学医学部青木大輔

神戸市立医療センター中央市民病院青木卓哉

県立八重山病院青木千津

産業医科大学若松病院青木瞳

高崎総合医療センター青木宏

近畿大学医学部青木稚人

医療法人　青木医院青木雅弘

琉球大学大学院医学研究科青木陽一

がん研究会有明病院青木洋一

埼玉医科大学国際医療センター青鹿友美

札幌医科大学付属病院青田のぞみ

同愛記念病院青墳愛理

総合病院　釧路赤十字病院青柳有紀子

大分大学　医学部青柳陽子

京都府立医科大学青山幸平

小樽市立病院青山聖美

多摩北部医療センター青山真

弘前大学医学部附属病院赤石麻美

大阪医療センター赤木佳奈

東京女子医大　東医療センター赤澤宗俊

帯広厚生病院明石大輔

新潟大学医歯学総合病院明石英彦

札幌白石産科婦人科病院明石祐史

大阪はびきの医療センター赤田忍

北海道大学病院赤羽慧一郎

埼玉医科大学総合医療センター赤堀太一

医療法人伯鳳会赤穂中央病院※ 赤松信雄

王子総合病院秋江惟能

岡山済生会総合病院秋定幸

東京女子医科大学病院秋澤叔香

聖路加国際病院秋谷文

東京医科大学病院秋津憲佑

済生会横浜市東部病院秋葉靖雄

札幌医科大学秋元太志

すみれ産婦人科クリニック秋本由美子

筑波大学附属病院秋山梓

京都第二赤十字病院秋山鹿子

都立広尾病院秋山邦久

パナソニック健康保険組合　松下記念病院秋山誠

南草津 野村病院秋山稔

札幌東豊病院芥川典之

新百合ヶ丘総合病院浅井哲

長野市民病院浅井隆之

公立陶生病院浅井英和

東京都保健医療公社　豊島病院浅尾有紀

三楽病院浅田佳代

新潟県立新発田病院浅野堅策

浅野健治

新富谷S・Sレディースクリニック朝野晃

市立函館病院浅野拓也

杏林大学医学部付属病院浅野史男

横浜市立大学附属市民総合医療センター浅野涼子

九州大学病院浅野間和夫

昭和大学病院朝見友香

川口医療センター　芦田敬

医療法人佐世保晩翠会 村上病院芦塚二葉

大阪医科大学附属病院芦原敬允

大阪赤十字病院芦原隆仁

東奉枝

釧路赤十字病院東正樹

群馬大学医学部附属病院安達彰子

帝京大学ちば総合医療センター足立克之

アッヴィ合同会社安達進

新潟大学医歯学総合病院安達聡介

聖隷浜松病院安達博

浜松医科大学附属病院安立匡志

独立行政法人　国立病院機構　東京医療セン

ター

安達将隆

聖霊病院足立学

神戸大学医学部附属病院安積麻帆

和歌山県立医科大学阿南有紀

愛媛県立中央病院阿南春分

京都医療センター安彦郁

がん研究会有明病院阿部彰子

医療法人 あべウイメンズクリニック阿部州雄

札幌医科大学産婦人科学講座阿部秀悦

浜松医科大学安部正和

立正佼成会附属佼成病院安部美由紀

学校法人　東京女子医科大学阿部結貴

阿部遵子

大阪市立総合医療センター安部倫太郎

さいたま市立病院天方朋子

北九州市立医療センター尼田覚
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京都医療センター天野泰彰

宮崎県立宮崎病院阿萬紫

市立伊丹病院雨宮京夏

東京都立大塚病院雨宮貴子

帝京大学医学部綾部琢哉

筑波大学附属病院鮎澤萌

亀田第一病院※ 新井繁

独立行政法人　国立病院機構　相模原病院新井努

相模野病院新井正秀

独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療セン

ター

新井ゆう子

熊本赤十字病院荒金太

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター荒川敦志

富山大学附属病院荒木左諭

日高病院荒木春奈

倉敷中央病院荒武淳一

琉球大学病院　診療情報管理センター有賀拓郎

新潟県立中央病院有波良成

横浜市立大学附属病院有野祐子

東北大学大学院医学系研究科環境遺伝医学総

合研究センター　情報遺伝学分野

有馬隆博

新百合ヶ丘総合病院有馬宏和

国家公務員　共済組合連合会　虎の門病院有本貴英

製鉄記念室蘭病院有元千紘

多摩総合医療センター有山悠乃

独立行政法人　国立病院機構　九州がんセン

ター

有吉和也

慶應義塾大学病院安康真由香

群馬大学医学部附属病院安藤謙

ジェンマブ株式会社安藤博司

名古屋掖済会病院安藤万恵

倉敷成人病センター※ 安藤正明

兵庫県立尼崎総合医療センター安堂有希子

国保直営総合病院　君津中央病院安部真希子

い

公益財団法人慈愛会　今村総合病院※ 飯尾一登

国家公務員共済組合連合会立川病院飯島朋子

慶應義塾大学病院飯島美穂

立川病院飯島茂異人

東京慈恵会医科大学附属病院飯田恵里

医）恵愛会恵愛病院　産婦人科学飯田幸雄

東海大学医学部付属病院飯田哲士

慶應義塾大学　医学部飯田美穂

東京慈恵会医科大学附属病院飯田泰志

鳥取大学医学部附属病院飯田祐基

自由が丘ちあきレディースクリニック飯塚千祥

金沢大学　医学部附属病院飯塚崇

高槻病院飯塚徳昭

獨協医科大学埼玉医療センター飯塚真

大阪医科大学附属病院飯藤宰士

帯広厚生病院飯沼洋一郎

国立病院機構弘前病院飯野香理

飯野病院※ 飯野孝一

飯野病院※ 飯野譲二

昭和大学江東豊洲病院※ 飯原久仁子

武蔵野赤十字病院井浦文香

国立病院機構東京医療センター家谷佳那

大津赤十字病院家村洋子

磐田市立総合病院伊賀崎麻里

鶴岡市立荘内病院五十嵐裕一

都立広尾病院五十嵐稔枝

雄勝中央病院五十嵐なつみ

神戸中央病院井川佐紀

徳島大学病院生島仁史

医療法人　幾嶋医院○ 幾嶋泰郎

関西医科大学香里病院生田明子

稲城市立病院井口蓉子

山梨病院池上淳

北野病院池田愛紗美

斗南病院池田詩子

群馬大学医学部附属病院　池田禎智

国際医療福祉大学　三田病院池田さやか

総合病院　厚生中央病院池田俊一

東海大学医学部付属病院池田仁惠

日本医科大学付属病院池田真利子

日本大学医学部附属板橋病院池田悠至

名古屋大学医学部附属病院池田芳紀

九州病院池之上李都子

松江赤十字病院池野屋美智子

東京女子医科大学池端英理子

霞ヶ浦医療センター諌山瑞紀

東京医科大学病院石井彩加

独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院石井賢治

順天堂大学医学部附属浦安病院石井純麗

大分大学医学部附属病院産科婦人科石井照和

日本医科大学千葉北総病院石川温子

東京医科大学茨城医療センター石川貴久

昭和大学病院石川哲也

石川てる代 ウィメンズクリニック※ 石川てる代

北野病院石川奈美子

名古屋記念病院石川尚武

千葉大学大学院医学研究院　生殖機能病態学石川博士

いしかわレディースクリニック石川広巳

島根大学医学部附属病院石川雅子
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東京歯科大学市川総合病院石川美佳

国立がん研究センター中央病院石川光也

大阪府済生会野江病院※ 石川行良

大阪警察病院石田享相

長浜赤十字病院石田憲太郎

東邦大学医療センター佐倉病院石田洋昭

東北大学石田志子

北里大学北里研究所病院石谷健

静岡済生会総合病院※ 石塚隆夫

沖縄県立中部病院石塚貴紀

横浜市立大学附属病院石寺由美

関東労災病院石野朝美

島根大学医学部附属病院石橋朋佳

防衛医科大学大学校病院石橋弘樹

東北大学病院石橋ますみ

香川大学医学部石橋めぐみ

博愛病院※ 石原幸一

松江赤十字病院石原とも子

金沢医療センター石丸美保

横浜旭中央総合病院石谷敬之

横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖

医療センター

伊集院昌郁

医療法人社団博郁会井尻博子

千葉県がんセンター井尻美輪

石渡産婦人科病院※ 石渡勇

出馬クリニック出馬晋二

鹿児島大学病院泉明延

東海大学医学部付属病院泉顕治

泉聖也

ジェンマブ株式会社和泉雄介

静岡赤十字病院井関隼

福島県立医科大学磯上弘貴

日本医科大学付属病院磯崎太一

東京慈恵医科大学附属第三病院※ 礒西成治

兵庫医科大学病院磯野路善

大阪大学大学院医学系研究科　放射線治療学礒橋文明

岐阜大学医学部附属病院磯部晶

新潟大学　医歯学総合病院磯部真倫

札幌医科大学附属病院磯山響子

京都大学医学部附属病院伊田昂平

青梅市立総合病院伊田勉

岡山大学病院依田尚之

日立メディカルセンター板垣智昭

筑波大学附属病院板垣博也

順天堂大学医学部産婦人科学講座板倉敦夫

八尾市立病院緩和ケアセンター井谷嘉男

旭川医科大学病院板橋彩

岩手医科大学板持広明

市立貝塚病院市川冬輝

静岡赤十字病院市川義一

独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療セン

ター

市川喜仁

藤田医科大学病院市川亮子

霞ヶ浦医療センター市川良太

財）日本健診財団　高井戸東検診クリニック市毛敬子

武蔵野赤十字病院一條梨沙

神戸市立医療センター 西市民病院市田耕太郎

東京女子医科大学　東医療センター一戸晶元

帝京大学医学部附属病院一瀬隆行

市原産婦人科医院市原憲雄

桜新町レディースクリニック市原三義

日赤熊本健康管理センター※ 市丸俊三

大阪市立大学医学部附属病院市村友季

がん研究会有明病院一木愛

東京慈恵会医科大学附属病院一志將太

千葉大学医学部附属病院井手香甫

日本海総合病院井出佳宏

山形大学医学部附属病院出井麗

ともこレディースクリニック下北沢出井知子

千葉県がんセンター糸井瑞恵

高崎総合医療センター伊藤郁朗

長野赤十字病院伊藤以知郎

関西ろうさい病院伊藤公彦

東北大学伊藤潔

市立函館病院伊藤崇博

倉敷中央病院伊藤拓馬

サンエー三軒茶屋レディースクリニック※ 伊藤武夫

防衛医科大学校伊藤翼

浜松医科大学医学部附属病院伊藤敏谷

中濃厚生病院伊藤直樹

東京医科大学伊東宏絵

岩国医療センター伊藤裕徳

京都府立医科大学伊藤文武

奈良県総合医療センター伊東史学

藤田医科大学病院伊藤真友子

洛和会音羽病院伊藤美幸

済生会横浜市東部病院伊藤めぐむ

山形大学医学部伊藤泰史

大阪大学医学部附属病院伊東優

順天堂大学医学部附属　練馬病院伊藤陽介

筑波大学附属病院伊東慶彦

草津総合病院伊藤良治

財団法人　東京都予防医学協会保健会館クリ

ニック

※ 伊藤良彌
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愛仁会　千船病院稲垣美恵子

市立砺波総合病院稲田貢三子

武蔵村山病院産婦人科稲冨滋

東京大学大学院医学系研究科稲葉洋文

みさと健和病院稲葉不知之

飯塚病院稲村真世

京都大学医学部附属病院稲山嘉英

埼玉医科大学国際医療センター乾宏彰

刈谷豊田総合病院犬飼加奈

札幌医科大学付属病院伊野善彦

和歌山県立医科大学井箟一彦

市立宇和島病院井上彩

東京慈恵会医科大学附属病院井上綾香

栃木県立がんセンター井上浩一

やすクリニック井上清歌

九州大学病院井上修作

福井大学医学部附属病院井上大輔

大分県立病院井上貴史

医療法人足立病院婦人科井上卓也

同愛記念病院井上知子

群馬大学医学部附属病院井上直紀

井上産婦人科井上弘一

井上医院※ 井上浩

湘南鎌倉総合病院※ 井上裕美

東京大学医学部附属病院井上双葉

筑波大学附属病院井上美紗子

奥村マタニティクリニック※ 井上泰英

井上産婦人科井上康広

石切生喜病院井上裕太

Her's (リンパ浮腫トータルケアサロン)井ノ原裕紀子

別府医療センター井ノ又裕介

彦名レディスライフクリニック井庭貴浩

よしかた産婦人科井畑穰

国際医療福祉大学成田病院井原基公

北海道大学病院井平圭

共立蒲原総合病院伊吹友二

長野市民病院井吹ゆき

公立宍粟総合病院井淵誠吾

松波総合病院　腫瘍内分泌センター※ 今井篤志

横浜市立市民病院今井一章

東京医科大学病院今井啓太

大阪市立大学医学部今井健至

北信総合病院今井宗

聖マリアンナ医科大学病院今井悠

横浜市立大学附属病院今井雄一

アルテミス ウイメンズ ホスピタル今井幸

徳島大学大学院医歯薬学研究部今井芳枝

東京医科大学病院今井美成

慶應義塾大学病院今枝慶蓉

岡崎市民病院今川卓哉

慶應義塾大学　医学部今川遼太郎

長野赤十字病院今西俊明

雲南市立病院今村加代

宮崎県立宮崎病院今村紘子

熊本大学病院☆ 今村裕子

兵庫県立尼崎総合医療センター☆ 今村裕子

京都第一赤十字病院井村友紀

名古屋大学大学院医学系研究科伊吉祥平

徳島大学大学院医歯薬学研究部　産科婦人科

学分野

※ 苛原稔

姫路聖マリア病院入江恭平

群馬大学医学部附属病院入江大介

松江市立病院　産婦人科　入江隆

渋谷文化村通りレディスクリニック入江琢也

大阪南医療センター岩井恵美

奈良県立医科大学附属病院岩井加奈

浜田産婦人科クリニック岩井京子

大阪警察病院祝小百合

岩泉しず葉

JA吉田総合病院※ 岩沖靖久

徳島大学岩佐武

埼玉病院岩佐尚美

川崎幸病院岩﨑真一

医療法人社団マザーキー　なのはなクリニッ

ク

※ 岩崎秀昭

札幌医科大学附属病院岩﨑雅宏

浜松医科大学岩崎一憲

群馬大学大学院医学系研究科産科婦人科学岩瀬明

東京都立墨東病院岩瀬春子

横浜市立大学附属病院岩田亜貴子

慶應義塾大学医学部岩田卓

筑波大学附属病院岩田成志

都立大塚病院岩田みさ子

金沢大学　医学部附属病院岩垂純平

群馬大学医学部附属病院岩永素太郎

島根県立中央病院※ 岩成治

和歌山県立医科大学岩橋尚幸

防衛医科大学校　産科婦人科学講座岩橋秀樹

海南医療センター岩橋正明

広島市立広島市民病院岩間かれん

東北大学医学部岩間憲之

京都桂病院岩見州一郎

大阪府立　急性期・総合医療センター岩宮正

武蔵境いわもと婦人科クリニック岩本豪紀
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東京慈恵会医科大学岩本雅美

いわもと婦人科クリニック岩本麻里

岩谷産婦人科医院岩谷弘明

岐阜市民病院尹麗梅

う

国家公務員共済組合連合会　浜の町病院上岡陽亮

さくらレディースクリニック田園町上垣憲雅

慶應義塾大学病院植木有紗

公立宍粟総合病院植木健

名古屋大学医学部附属病院植草良輔

国立病院機構呉医療センター・中国がんセン

ター

上田明子

京都大学医学部附属病院植田彰彦

国際医療福祉大学　三田病院上田和

レディスクリニック・セントセシリア上田克文

神奈川県労働衛生福祉協会※ 植田国昭

大阪医科大学附属病院上田尚子

産業医科大学　医学部植田多恵子

兵庫医科大学病院上田友子

新潟大学医歯学総合病院上田遥香

広島市立広島市民病院植田麻衣子

福島県立医科大学植田牧子

京都医療センター上田匡

公益財団法人大阪府保健医療財団　大阪がん

循環器病予防センター

植田政嗣

大阪大学医学部上田豊

岐阜大学医学部附属病院上田陽子

大和市立病院上田麗子

医療法人おもと会　大浜第一病院上地秀昭

高知医療センター上野晃子

兵庫県立がんセンター植野さやか

東京女子医科大学 東医療センター上野麻理子

日本医科大学千葉北総病院上野悠太

NTT東日本関東病院上野山麻水

千葉大学医学部附属病院植原貴史

ＪＡ静岡厚生連　遠州病院上村隆

泉大津市立病院植村遼

うえやま貴子クリニック上山貴子

北九州市立医療センター魚住友信

埼玉医科大学総合医療センター魚谷隆弘

ノバルティスファーマ株式会社黄志芳

てんのうじちひろウィメンズクリニック宇垣弘美

京都大学医学部附属病院浮田真沙世

浮田クリニック浮田恵

愛媛大学医学部附属病院宇佐美知香

久留米大学医学部牛嶋公生

埼玉県立がんセンター牛島弘毅

高岡市民病院牛島倫世

京都医療センター宇治田麻里

高知大学医学部附属病院氏原悠介

順天堂大学医学部附属浦安病院氏平崇文

下松中央病院後賢

鹿児島大学病院牛若昂志

東京慈恵会医科大学薄井環

千葉大学医学部附属病院碓井宏和

社団医療法人啓愛会臼木豊

北海道大学病院宇田　智浩

杏林大学病院内海裕汰朗

大阪市立大学医学部附属病院内倉慧二郎

北海道医療センター内田亜紀子

横浜医療センター内山亜弥

奈良県立医科大学　病理診断学内山智子

公益財団法人がん研究会有明病院宇津木久仁子

横浜市立大学附属病院宇都宮真理子

藤田医科大学ばんたね病院内海史

福岡和白総合健診クリニック有働俊啓

公立陶生病院宇野あす香

千葉大学大学院医学研究院　宇野隆

国立がん研究センター　中央病院宇野雅哉

佐々木研究所附属杏雲堂病院馬屋原健司

JAとりで総合医療センター梅木英紀

佐賀大学医学部梅﨑靖

武蔵野赤十字病院梅澤聡

東北大学病院梅澤玲

市立吹田市民病院梅田杏奈

刈谷豊田総合病院梅津朋和

静岡県立総合病院梅宮槙樹

豊橋市民病院梅村康太

京都第二赤十字病院楳村史織

西村産婦人科クリニック梅本実香

JA尾道総合病院宇山拓澄

九州労災病院浦川瑠香

小倉医療センター浦郷康平

中頭病院浦添千晶

中国労災病院卜部理恵

北九州市立医療センター瓜生泰恵

公立学校共済組合　九州中央病院ｳﾛﾌﾞﾚｽｷ順子

大阪急性期・総合医療センター海野ひかり

松戸市立総合医療センター海野洋一

え

京都医療センター江川晴人

東京大学医学部附属病院※ 江口聡子

飯塚病院江口冬樹

都立広尾病院江﨑悠久美
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南流山レディスクリニック江澤佐知子

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター江澤正浩

江田クリニック江田芳美

九州中央病院衛藤貴子

済生会福岡総合病院衛藤遥

高木病院江藤英博

埼玉協同病院榎本明美

新潟大学 大学院医歯学総合研究科 産科婦人

科学

榎本隆之

千葉県がんセンター海老沢桂子

東海大学附属病院海老澤恒次

大館市立総合病院海老名杏奈

北海道大学大学院保健科学研究院蝦名康彦

独立行政法人　国立病院機構　京都医療セン

ター

江本郁子

江本智子ウィメンズクリニック江本智子

福岡山王病院予防医学センター江本精

宮崎大学医学部附属病院圓崎夏美

新富谷S・Sレディースクリニック遠藤敦

東北大学病院遠藤恵巳

東北大学病院遠藤俊

北里大学病院遠藤真一

土浦協同病院遠藤誠一

北海道大学病院遠藤大介

聖マリアンナ医科大学遠藤拓

東京医科大学病院遠藤美波

福島県立医科大学遠藤雄大

杏林大学医学部付属病院遠藤ゆり香

お

弘前病院追切裕江

群馬大学医学部附属病院尾池妙

群馬大学大学院医学系研究科　腫瘍放射線学尾池貴洋

大分大学医学部附属病院尾石友子

がん研有明病院王暁斐

おおいウィメンズクリニック大井隆照

近畿大学医学部奈良病院大井豪一

京都市立病院大井仁美

横浜労災病院大井由佳

国立大学法人　琉球大学　医学部付属病院大石杉子

愛仁会　高槻病院大石哲也

鳥取大学医学部附属病院女性診療科群大石徹郎

国立国際医療研究センター大石元

東京医科大学病院大石康文

飯塚病院大石善丈

東海大学医学部附属病院大岩一平

大阪府済生会千里病院大上健太

なごや東在宅ケアクリニック大江収子

高崎総合医療センター大枝涼平

九州大学病院大神達寛

国立病院機構　四国がんセンター大亀真一

鳥取大学医学部附属病院大川雅世

大河原レディースクリニック大河原聡

東京医療センター大木慎也

愛仁会　千船病院大木規義

玉川レディースクリニック大久保和俊

蒲郡市民病院大久保大孝

関西ろうさい病院大久保理恵子

佐賀大学病院産科婦人科学大隈恵美

日本大学医学部附属板橋病院大熊勇気

済生会滋賀県病院大熊優子

聖マリアンナ医科大学大熊克彰

佐賀大学　医学部大隈良一

独立行政法人国立病院機構　小倉医療セン

ター

大蔵尚文

高知大学大黒太陽

JCHO千葉病院※ 大崎達也

ＪＡ神奈川県厚生連　伊勢原協同病院大沢草宣

弘前大学医学部附属病院大澤有姫

東北大学病院大塩清佳

さくらウィメンズクリニック大下孝史

東京医科歯科大学　医学部大島乃里子

大島侑子

東京都立多摩総合医療センター大城早紀子

豊見城中央病院大城大介

名古屋大学　医学部　附属病院大須賀智子

東京大学　大学院　医学系研究科　産婦人科

学

大須賀穣

独立行政法人　国立病院機構 北海道医療セ

ンター

大隅大介

いわき市医療センター大関健治

名古屋市立大学病院大瀬戸久美子

仙台赤十字病院太田恭子

京都府立医科大学太田早希

国立病院機構鹿児島医療センター大田俊一郎

むさしのレディースクリニック大田昌治

山形大学医学部附属病院太田剛

順天堂浦安病院太田剛志

和歌山県立医科大学附属病院太田菜美

大阪府済生会吹田病院太田裕

近畿大学病院太田真見子

佐久市立国保浅間総合病院太田雄治郎

堺市立総合医療センター太田行信

川崎医科大学太田啓明

箕面市立病院大武慧子
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神戸市立医療センター中央市民病院大竹紀子

熊本市民病院大竹秀幸

国立がん研究センタ―中央病院大竹洋平

横浜総合病院大谷清香

京都府立医科大学附属病院大谷真弘

堺市立総合医療センター大塚文湖

医療法人鉄蕉会　亀田総合病院大塚伊佐夫

春日井市民病院大塚かおり

亀田総合病院大塚康二

千葉大学医学部附属病院大塚聡代

住友病院大塚博文

中国中央病院大塚由有子

仙台市立病院大槻健郎

長浜赤十字病院大月美輝

杏林大学医学部付属病院大坪翔

宮城県立がんセンター大友圭子

大西薫

日本赤十字社愛知医療センター　名古屋第一

病院

大西主真

国立国際医療研究センター大西賢人

宮崎大学医学部附属病院大西淳仁

医療法人社団大仁会　もりの木おおにしクリ

ニック

大西理子

板橋区医師会病院大西美也子

クリニック　ミズ　ソフィア大西雄一

医療法人社団慶昭会おおにし病院○ 大西洋一

福岡徳洲会病院大西義孝

横浜市大附属市民総合医療センター大沼えみ

湘南鎌倉総合病院大沼一也

東京医療センター大野暁子

慶應義塾大学病院大野あゆみ

群馬大学大学院医学系研究科大野達也

東京医科歯科大学医学部附属病院大野晴子

新潟県立中央病院※ 大野正文

名古屋大学附属病院大野真由

総合病院　回生病院　総合健診センター※ 大野義雄

利根中央病院大野順弘

東北大学病院大場悦子

済生会長崎病院大橋和明

東京慈恵会医科大学附属病院大畑里実

聖マリアンナ医科大学大原樹

社会医療法人抱生会　丸の内病院大平哲史

大平産婦人科大平裕己

医療法人社団　高邦会　高木病院大淵紫

名古屋大学附属病院大堀友記子

岡山赤十字病院大道千晶

大阪医科薬科大学大道正英

（医・社）こころとからだの元氣プラザ※ 大村峯夫

虎の門病院大村美穂

東京医科大学病院大村涼子

大森産婦人科医院大森伸哉

山梨大学医学部大森真紀子

JCHO大阪病院大八木知史

沖縄県立　南部医療センター・こども医療セ

ンター

大山拓真

秋田赤十字病院大山則昭

独立行政法人　国立病院機構　仙台医療セン

ター

大山喜子

藤田医科大学病院大脇晶子

国際医療福祉大学病院大和田倫孝

杏林大学医学部付属病院岡愛子

小松市民病院岡康子

東京慈恵会医科大学附属病院岡井智瑛

群馬大学医学部附属病院岡﨑祥平

医療法人岡崎隆行

特定医療法人　誠仁会　大久保病院小笠原利忠

聖路加国際病院附属クリニック　予防医療セ

ンター

小笠原智香

国立病院機構　千葉医療センター岡嶋祐子

群馬大学医学部附属病院岡田光平

国際医療福祉大学成田病院　岡田智志

豊川市民病院岡田英幹

関西医科大学岡田英孝

島根大学医学部附属病院岡田裕枝

山口大学医学部附属病院岡田真希

さくらレディースクリニック田園町岡田誠

順天堂大学　産婦人科学講座岡田由貴子

尾方沙月

女性クリニック　おがた尾縣秀信

国立国際医療センター緒方佑莉

九州がんセンター岡留雅夫

福島県立医科大学　医学部岡部慈子

岡村産婦人科医院※ 岡村信介

市立釧路総合病院岡村直樹

岡村優

東京慈恵会医科大学附属病院岡本愛光

北海道対がん協会　札幌がん検診センター岡元一平

市立三次中央病院岡本啓

東北大学病院岡本聡

公益財団法人　がん研究会有明病院岡本三四郎

さいたま赤十字病院岡本修平

京都大学医学部附属病院岡本葉留子

大分大学岡本真実子

大阪はびきの医療センター小川憲二
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昭和大学藤が丘病院※ 小川公一

名古屋市立大学病院小川紫野

九州医療センター小川伸二

岡山大学病院小川千加子

東京慈恵会医科大学附属病院小川奈那子

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病

院

小川舞

東京歯科大学市川総合病院小川真里子

横浜市立大学附属病院小河原由貴

茨城県立中央病院沖明典

大阪市立十三市民病院沖絵梨

東京警察病院荻島樹里

順天堂大学医学部附属練馬病院荻島大貴

おぎのクリニック荻野元子

愛仁会千船病院荻本圭祐

公立置賜総合病院奥井陽介

九州大学病院奥川馨

伊勢赤十字病院奥川利治

市立ひらかた病院※ 奥田喜代司

※ 奥田博之

神戸市立医療センター中央市民病院奥立みなみ

厚生連佐久総合病院佐久医療センター小口治

トヨタ記念病院小口秀紀

順天堂大学医学部附属浦安病院奥村俊之

奥村マタニティクリニック奥村嘉英

市立札幌病院奥山和彦

牧田総合病院奥山大輔

大阪医療センター小椋恵利

京都大学医学部附属病院小椋淳平

岩砂病院・岩砂マタニティ小倉寛則

高知厚生病院　緩和ケア小栗啓義

久留米大学淡河恵津世

量子科学技術研究開発機構　QST病院小此木範之

稲城市立病院尾坂真

岩手医科大学医学部病理診断学刑部光正

大阪府済生会中津病院尾崎公章

秀和総合病院※ 尾﨑喜一

山口赤十字病院小作大賢

JA長野厚生連　北信総合病院長田亮介

佼成病院長内喜代乃

刈谷豊田総合病院長船綾子

おざわ女性総合クリニック※ 小澤信義

横浜市立市民病院小澤雅代

青梅市立総合病院小澤桃子

国立がん研究センター中央病院小澤梨紗子

岩手県立中央病院押切実波

北里大学病院小島郁

関西労災病院小島洋二郎

豊橋市民病院尾瀬武志

札幌白石産科婦人科病院恐神博行

東京慈恵会医科大学付属柏病院小曽根浩一

がん・感染症センター都立駒込病院遅野井彩

東京大学大学院医学系研究科織田克利

三宅医院小田隆司

浜松医科大学小田智昭

こころとからだの元気プラザ小田瑞恵

名古屋大学医学部小田結加里

九州大学大学院医学研究院　形態機能病理学小田義直

東京医科歯科大学尾臺珠美

姫路赤十字病院小高晃嗣

名古屋記念病院小田川寛子

旭川厚生病院小田切哲二

国立がん研究センター東病院小田嶋俊

和歌山労災病院尾谷功

筑波大学越智寛幸

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター産婦人

科

※ 落合和彦

昭和大学医学部小貫麻美子

青梅市立総合病院小野一郎

聖路加国際病院　女性総合診療部小野健太郎

レディースクリニックしげみつ小野重満

東京医科大学病院小野理貴

東京医科大学病院小野政徳

信州大学医学部附属病院小野元紀

市立秋田総合病院小野有紀

関西労災病院尾上昌世

東京女子医科大学病院小野澤真弓

神奈川県立がんセンター小野瀬亮

東京医科大学病院八王子医療センター小野寺高幹

小野寺産婦人科小野寺勉

九州大学病院小野山一郎

神戸大学病院小畑権大

金沢大学附属病院小幡武司

おばた産婦人科クリニック小畑直子

おばたレディースクリニック小畑英慎

上越総合病院小幡宏昭

岩手県宮古病院小原剛

公益財団法人がん研究会有明病院尾松公平

小見レディースクリニック小見英夫

がん研有明病院尾身牧子

兵庫医科大学病院表摩耶

自衛隊中央病院小柳津美佳

山梨大学医学部附属病院尾山恵亮

青森市民病院小山文望恵
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岩手医科大学医学部小山理恵

神戸市立医療センター中央市民病院小山瑠梨子

金沢大学附属病院折坂俊介

昭和大学藤が丘病院折坂勝

島根大学医学部折出亜希

福岡赤十字病院遠城幸子

山王病院　女性医療センター恩田貴志

松山赤十字病院恩地裕史

か

広島赤十字・原爆病院甲斐一華

大分大学医学部附属病院甲斐健太郎

千葉北総病院海渡由貴

宮城県立がんセンター海法道子

岩手県立磐井病院加賀敬子

岩手医科大学医学部利部正裕

桐生厚生総合病院鏡一成

金沢大学　医学部附属病院鏡京介

山梨県立中央病院加々美桂子

九州労災病院鏡誠治

徳島大学病院香川智洋

筑波大学附属病院柿沼麗於奈

いずみレディスクリニック柿木成子

防衛医科大学校病院垣本壮一郎

大阪国際がんセンター角田紗保里

大阪大学医学部角田守

市立伊丹病院角張玲沙

東京女子医科大学水主川純

八戸市立市民病院葛西亜希子

八戸市立市民病院葛西剛一郎

岩手県立中央病院葛西真由美

大阪市立大学笠井真理

東京医科大学病院笠川靖子

東京都立墨東病院笠松高弘

静岡県立静岡がんセンター笠松由佳

旭川がん検診センター※ 笠茂光範

香川県立中央病院梶笑美子

神戸大学附属病院加地崇裕

かじクリニック※ 梶ひろみ

市立柏原病院梶谷耕二

三重中央医療センター柏原優花

埼玉医科大学病院梶原健

新潟大学地域医療教育センター　魚沼基幹病

院

加嶋克則

近畿大学病院加嶋洋子

ウイメンズＫＭクリニック※ 柏村賀子

長崎大学病院梶村慈

名古屋大学大学院医学系研究科梶山広明

札幌医科大学附属病院柏木葉月

富士宮市立病院柏木唯衣

東京女子医科大学病院柏崎咲絵

仙台医療センター柏舘直子

埼玉医科大学総合医療センター柏原聡一郎

東海大学医学部　基盤診療学系病理診断学梶原博

TMGあさか医療センター春日晃子

札幌医科大学附属病院春日芙貴子

足利赤十字病院※ 春日義生

医療法人白鳳会小国病院※ 数田稔

大阪大学医学部附属病院粕谷香南子

長岡中央綜合病院加勢宏明

医療法人　セント・ソフィア　片岡レディス

クリニック

片岡明生

国際医療福祉大学成田病院片岡史夫

独立行政法人　国立病院機構　西埼玉中央病

院

片岡良孝

益田赤十字病院片桐敦子

益田赤十字病院片桐浩

東邦大学医療センター大森病院片倉雅文

山王メディカルセンター片瀬功芳

宮城厚生協会坂総合病院片平敦子

医療法人創起会　くまもと森都総合病院片渕秀隆

名古屋大学大学院片渕充沙子

さいたま赤十字病院☆ 片山恵里

藤沢市民病院片山佳代

津山中央病院片山沙希

杏林大学医学部付属病院片山紗弥

よつばウイメンズクリニック片山富博

片山陽介

九州大学病院片山由大

名古屋大学医学部付属病院甲木聡

久留米大学病院勝田隆博

東京衛生病院勝手恵理子

中国労災病院※ 勝部泰裕

大分県立病院勝間慎一郎

日本医科大学武蔵小杉病院勝俣範之

大阪市健康局勝矢聡子

三重大学桂木真司

静岡県立　静岡がんセンター角暢浩

隠岐病院加藤一朗

北里大学医学部加藤一喜

日本大学医学部附属板橋病院加藤果野子

九州大学病院☆ 加藤聖子

多摩北部医療センター加藤顕人

JA愛知厚生連　海南病院加藤智子

東京慈恵会医科大学附属病院加藤さや子
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埼玉医科大学・国際医療センター加藤眞吾

京都第二赤十字病院☆ 加藤聖子

大阪府済生会吹田病院加藤俊

茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター加藤　敬

徳島大学病院加藤剛志

北海道大学病院加藤達矢

国立がん研究センター中央病院加藤友康

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病

院

加藤紀子

弘前大学医学部附属病院加藤哲子

神奈川県立がんセンター加藤久盛

独立行政法人国立病院機構　北海道がんセン

ター

加藤秀則

愛媛大学医学部附属病院加藤宏章

愛仁会高槻病院加藤大樹

神奈川県立がんセンター加藤弘之

浜松医科大学附属病院加藤誠

自衛隊中央病院加藤雅史

三重中央医療センター加藤麻耶

国立がん研究センター中央病院加藤真弓

福井県立病院加藤三典

旭川医科大学加藤育民

日本大学　医学部加藤侑希

済生会京都府病院※ 加藤淑子

加藤産婦人科クリニック加藤利奈

弘前大学医学部産科婦人科学教室門ノ沢結花

公立豊岡病院門元辰樹

福井大学附属病院金井貴弘

かんすいこうえんレディースクリニック金枝貴史

藤田医科大学金尾世里加

がん研有明病院金尾祐之

島根大学医学部金崎春彦

千葉大学医学部附属病院金澤亜希

東京女子医科大学病院金沢純子

久留米大学病院金澤三佳

大阪府済生会野江病院金本巨万

亀田総合病院金本嘉久

綜合病院　山口赤十字病院金森康展

聖マリアンナ医科大学金森玲

松原徳洲会病院金山清二

群馬県立がんセンター鹿沼達哉

小樽市立病院金内優典

九州大学病院兼城英輔

国際医療福祉大学病院兼子絢華

秋田大学医学部附属病院金子恵菜実

松山まどんな病院金子久恵

ジェンマブ株式会社金子豊

福井県済生会病院金嶋光夫

JCHO埼玉メディカルセンター金田佳史

順天堂大学医学部附属静岡病院金田容秀

三重大学医学部附属病院金田倫子

香川大学金西賢治

市立貝塚病院金光麻衣

杏林大学医学部附属病院金村彰香

大阪南医療センター金村昌徳

福山医療センター兼安祐子

国立病院機構東京医療センター鎌田麻由美

医療法人沖縄徳洲会　神戸徳洲会病院※ 鎌田常子

岡山大学病院鎌田泰彦

筑波大学附属病院蒲田郁

東京慈恵会医科大学上井美里

大阪国際がんセンター上浦祥司

鹿児島大学医学部附属病院神尾真樹

佐賀県医療センター好生館神下優

長野県立　木曽病院上條恭佑

福井県済生会病院※ 紙谷尚之

日本橋ウイメンズクリニック上西園幸子

国立病院機構渋川医療センター神沼拓也

奈良県総合医療センター上林潤也

彩の国東大宮メディカルセンター上森照代

豊田厚生病院神谷知都世

一宮市立市民病院神谷将臣

亀井潤子

福島県立医科大学附属病院加茂矩士

日本医科大学　千葉北総病院鴨井青龍

栃木県立がんセンター鴨澤千尋

東京慈恵会医科大学附属第三病院嘉屋隆介

関西医科大学附属洛西ニュータウン病院萱谷宏

金沢大学附属病院茅橋佳代

医療法人葵鐘会　パークベルクリニック刈谷方俊

市立秋田総合病院軽部裕子

北野病院河合恵理

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病

院

河井啓一郎

姫路赤十字病院河合清日

国際貢献大学校メディカルクリニック※ 河相淳一郎

越谷市立病院川合貴幸

豊橋市民病院河井通泰

豊橋市民病院河合要介

慶応義塾大学病院川井田みほ

九州大学病院川上厚子

九州大学病院川上穣

ウィミンズ･ヴィセオクリニック広島川上洋介

神戸大学医学部附属病院川口徹也
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川口レディースクリニック川口浩史

富山大学附属病院川口美保子

美和レディースクリニック川口美和

滋賀県立総合病院川口雄亮

奈良県立医科大学附属病院川口龍二

小倉記念病院川越俊典

国立病院機構小倉医療センター川越秀洋

河越ゆかり

筑波大学医学医療系産科婦人科川崎彰子

近畿大学病院川﨑薫

東京女子医科大学病院川崎真央

佐世保市総合医療センター川下さやか

千葉県済生会習志野病院婦人科川島秀明

東京医科大学病院川島優貴

日本医科大学附属病院川瀬里衣子

東京大学医学部附属病院河田啓

がん・感染症センター都立駒込病院川田淑子

香川労災病院※ 川田昭徳

杏林大学医学部付属病院川竹博史

日本大学医学部産婦人科学系産婦人科学分野川名敬

東京都済生会中央病院河西明代

大阪市立総合医療センター川西勝

嘉村産婦人科医院河野光一郎

聖路加国際病院川野さりあ

大分大学医学部附属病院河野康志

JCHO九州病院河野善明

東京慈恵会医科大学川畑絢子

舞鶴共済病院河原和美

京都大学医学部附属病院河原俊介

川原裕史

自治医科大学附属さいたま医療センター川原正寛

津山中央病院河原義文

藤田医科大学病院川原莉奈

岩手県予防医学協会県南センター川又靖貴

国立病院機構大阪医療センター川道彩夏

川村明緒

静岡県立静岡がんセンター川村温子

国立病院機構　小倉医療センター河村京子

鹿児島大学病院河村俊彦

大阪市立総合医療センター川村直樹

群馬大学重粒子線医学研究センター河村英将

名古屋大学医学部放射線科川村麻里子

京都大学大学院　医学研究科川村洋介

国際医療福祉大学成田病院河原井麗正

九州医療センター瓦林靖広

金沢大学附属病院神田龍人

岐阜県総合医療センター神田智子

埼玉県立がんセンター神田蘭香

厚生中央病院神田理恵子

近畿大学医学部附属病院貫戸明子

倉敷成人病センター菅野潔

東京女子医科大学病院菅野俊幸

苫小牧王子総合病院勘野真紀

武蔵野赤十字病院菅野素子

兵庫県立尼崎総合医療センター上林翔大

き

杏林大学医学部付属病院木内健士朗

木岡産婦人科・きおかひふ科クリニック木岡寛雅

新潟県立がんセンター新潟病院産婦人科菊池朗

菊池産婦人科菊池淳

東京医科大学病院菊地孝行

筑波大学附属病院菊池友明

武蔵野赤十字病院　菊池友美

岐阜大学医学部附属病院菊野享子

群馬県立がんセンター木暮圭子

木佐美祥

トヨタ記念病院岸上靖幸

セントウィメンズクリニック岸川剛

順天堂大学医学部附属浦安病院岸田薫

福岡赤十字病院貴島雅子

近畿大学奈良病院岸本佐知子

自衛隊中央病院岸本直久

国家公務員共済組合連合会　立川病院木須伊織

きせきレディースクリニック幾石尚美

奈良県立病院機構　奈良県総合医療センター喜多恒和

武蔵野赤十字病院北直子

関西医科大学産科学婦人科学講座北正人

関西医科大学付属病院木田尚子

横須賀市立うわまち病院木田博勝

東京慈恵会医科大学北井里実

堺市立総合医療センター北井俊大

兵庫県立がんセンター北井美穂

北川早織

赤坂虎の門クリニック※ 北川浩明

神奈川県立がんセンター北川雅一

国立小倉医療センター北川麻里江

東北医科薬科大学病院喜多川亮

太田記念病院北澤晶子

長崎大学医学部北島道夫

九州労災病院北島光泰

大阪市立総合医療センター北田紘平

吹田徳洲会病院産婦人科※ 北田文則

東北大学病院北谷和之

北九州市立医療センター北出尚子
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順天堂大学医学部産婦人科北出真理

新潟県立がんセンター新潟病院木谷洋平

名古屋大学医学部附属病院北見和久

浜松赤十字病院北村公也

国立がん研究センター中央病院北村翔一

市立大津市民病院北脇城

名古屋大学医学部発育・加齢医学（産婦人科

学）

吉川史隆

仙北市立角館総合病院木藤正彦

アボットジャパン株式会社絹川秀樹

医療法人社団永生会　南多摩病院紀美和

がん・感染症センター都立駒込病院婦人科喜納奈緒

成城木下病院　理事長※ 木下勝之

香川労災病院木下敏史

高知病院木下宏実

東京医科大学病院木下優太

大阪大学木瀨康人

国際医療福祉大学成田病院木原真紀

伊勢赤十字病院紀平知久

大同病院木村晶子

立正佼成会附属佼成病院産婦人科※ 木村英三

くしもと町立病院※ 木村憲三

大阪大学大学院医学系研究科木村正

大阪大学医学部木村敏啓

君津中央病院木村博昭

木村クリニック※ 木村博子

賛育会病院木村美葵

東北大学大学院医学系研究科障害科学専攻機

能医科学講座　融合医工学分野

※ 木村芳孝

呉医療センター木山泰之

島根大学医学部附属病院京哲

慶應義塾大学　医学部清河駿樹

東京慈恵会医科大学　病理学講座　清川貴子

きよ女性クリニック※ 清塚康彦

JCHO大阪病院清原裕美子

市立宇和島病院清村正樹

東京慈恵会医科大学附属病院金世奈

国立国際医療研究センター病院金蒼美

札幌医科大学附属病院金美善

市立伊丹病院金美娘

産業医科大学金城泰幸

那覇市立病院金城淑乃

く

東京大学医学部附属病院久木田麻子

東邦大学医療センター　大橋病院釘宮剛城

東京都立墨東病院久具宏司

札幌厚生病院日下真純

東京慈恵会医科大学附属病院草壁広大

公立昭和病院日下部美佐子

千葉県がんセンター草西多香子

富山県立中央病院草開妙

聖マリアンナ医科大学久慈志保

あらかわレディースクリニック楠木総司

楠木槙

東京医科大学病院楠瀨祐太郎

倉敷中央病院楠本知行

くずやクリニック※ 葛谷和夫

琉球大学医学部付属病院久高亘

鳥取大学医学部附属病院工藤明子

多摩北部医療センター工藤一弥

東北大学病院工藤敬

東北大学病院工藤沙織

東北大学病院工藤さくら

舞鶴共済病院工藤渉

木戸病院工藤久志

北海道大学大学院医学研究科生殖内分泌腫瘍

学分野

工藤正尊

広島大学医学部工藤美樹

新潟大学医歯学総合病院工藤梨沙

豊橋市民病院國島温志

慶應義塾大学医学部國富晴子

関西労災病院国本沙紀

くぬぎ産婦人科功刀孝也

新座志木中央総合病院功刀祐子

淀川キリスト教病院久野育美

東北大学病院久野貴司

順天堂大学久能木裕明

公益財団法人　東京都予防医学協会久布白兼行

岡山大学病院久保光太郎

群馬大学医学部附属病院　腫瘍放射線学講座久保亘輝

一宮市立市民病院久保裕子

広島市立広島市民病院久保倫子

豊橋市民病院窪川芽衣

窪田レディースクリニック窪田尚弘

筑波大学附属病院久保谷託也

大阪鉄道病院熊谷広治

医療法人熊谷医院熊谷晴介

広島市立安佐市民病院熊谷正俊

東北大学病院熊谷祐作

東京女子医科大学熊切順

筑波大学附属病院熊崎誠幸

JA長野厚生連佐久総合病院　佐久医療セン

ター

熊澤琢也

防衛医科大学校熊澤文久
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岐阜大学医学部放射線医学教室熊野智康

北見赤十字病院倉ありさ

JA長野厚生連北信総合病院倉石美紗子

東北大学病院倉片三千代

日本医科大学武蔵小杉病院倉品隆平

（医）生和会　赤羽レディースクリニック※ 倉島富代

JCHO福井勝山総合病院倉田和巳

大阪府立母子保健総合医療センター※ 倉智博久

国立病院機構埼玉病院倉橋崇

東京女子医科大学藏本吾郎

島根県立中央病院栗岡裕子

関東労災病院栗下岳

産業医科大学栗田智子

桜ヶ丘病院栗原和子

松山赤十字病院栗原秀一

佐賀大学医学部附属病院栗原麻希子

静岡赤十字病院栗原みずき

大分大学医学部栗山周

東京都立多摩総合医療センター栗山真侑

市立四日市病院栗山萌子

大阪大学來間愛里

東京慈恵会医科大学附属病院黒市佳那

福井大学医学部附属病院黒川哲司

黒川茉梨絵

久留米大学病院黒川裕介

黒川産婦人科黒川賀重

札幌東豊病院黒木勝円

千音寺産婦人科黒木遵

荒木記念東京リバーサイド病院黒木睦実

埼玉医科大学国際医療センター黒崎亮

伊那中央病院黒澤和子

東北大学病院産婦人科黒澤大樹

新潟大学医歯学総合病院黒澤めぐみ

東北大学病院黒澤靖大

北海道大学病院黒須博之

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療セン

ター

黒住未央

くぼのやウィメンズホスピタル黒瀬圭輔

埼玉医科大学総合医療センター黒瀬喜子

北海道社会事業協会小樽病院黒田敬史

東京慈恵会医科大学附属病院※黒田高史

川崎幸病院黒田浩

稲城市立病院黒田由香

倉敷中央病院黒田亮介

京都府立医科大学附属北部医療センター黒星晴夫

社会保険田川病院黒松肇

東京都保健医療公社多摩南部地域病院※ 桑江千鶴子

自治医科大学附属さいたま医療センター桑田知之

桑原産婦人科医院※ 桑原吉高

岐阜県総合医療センター桒原万友香

札幌厚生病院　桑原道弥

東京医科大学八王子医療センター桑原由美

富山赤十字病院桑間直志

岐阜市民病院桑山太郎

け

南部徳洲会病院計良光昭

こ

神戸市立医療センター中央市民病院小池彩美

医療法人秀明会　小池病院小池英爾

岡山済生会総合病院小池浩文

大阪警察病院小池真琴音

小池勇輝

昭和大学病院小池亮

広島大学病院古宇家正

天理よろづ相談所病院高一弘

自治医科大学附属さいたま医療センター黄弘吉

静岡県立総合病院敖礼

浜の町病院厚井知穂

香川大学医学部附属病院香西亜優美

獨協医科大学香坂信明

ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院香城恒麿

宮崎善仁会病院神尊貴裕

国立国際医療研究センター郷田朋子

聖隷浜松病院合田真優子

東京慈恵会医科大学附属病院幸地優希

筑波大学附属病院河野慈恵

霞ヶ浦医療センター河野圭子

済生会長崎病院河野通晴

市立貝塚病院甲村奈緒子

藤枝市立総合病院幸村康弘

昭和大学横浜市北部病院河本貴之

大阪警察病院香山晋輔

青梅市立総合病院郡悠介

長崎医療センター古賀恵

大阪医科大学附属病院古形祐平

京都府立医科大学古株哲也

神戸市立西神戸医療センター小菊愛

霞ヶ浦医療センター小口早綾

伊勢崎市民病院小暮佳代子

昭和大学病院小暮剛太

東京ベイ　浦安市川医療センター木暮真理

静岡県立総合病院小阪謙三

こさかレディースクリニック小坂元宏
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手稲渓仁会病院小嶋一司

小山記念病院小島康嗣

東京慈恵会医科大学附属病院小島大紀

独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療セン

ター

児島信子

東京大学児嶋真千子

竹田綜合病院小島学

マタニティークリニック小島医院小島良博

名古屋市立大学医学部小島龍司

公立置賜総合病院小島原敬信

筑波大学附属病院小菅悠希

田附興風会　医学研究所　北野病院小薗祐喜

愛知県がんセンター古平毅

愛知県がんセンター病院小髙紗季

小舘明日香

函館中央病院小舘英明

名古屋大学医学部附属病院小谷友美

近畿大学医学部小谷泰史

九州大学病院小玉敬亮

広島市立広島市民病院児玉順一

医療法人　恒仁会　新潟南病院※ 児玉省二

大阪大学医学部小玉美智子

長崎みなとメディカルセンター小寺宏平

名古屋市立大学病院後藤崇人

防衛医科大学後藤友子

高松赤十字病院後藤真樹

独立行政法人　労働者健康福祉機構　関西労

災病院

後藤摩耶子

東京医科大学病院後藤佑季

千葉県がんセンター後藤裕磨

稲毛とらのこ産婦人科後藤亮子

江別市立病院後藤田裕子

京都医療センター※ 小西郁生

市立三次中央病院小西晴久

医療法人福神会　柴田産婦人科医院※ 小西英喜

中通総合病院小西祥朝

大阪医科大学附属病院小西莉奈

群馬大学医学部附属病院小林梓

和歌山県立医科大学小林彩

那須赤十字病院小林新

大阪大学医学部附属病院小林栄仁

武蔵野赤十字病院小林織恵

アムスランドマーククリニック小林久美

社会保険中央総合病院小林浩一

東京慈恵会医科大学附属第三病院小林重光

東京慈恵会医科大学附属病院小林智香

横浜医療センター小林奈津子

北海道大学大学院医学研究科総合女性ｼｽﾃﾑ講

座

小林範子

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科生殖病態

生理学

小林裕明

福井県立病院小林寛人

大阪赤十字病院小林弘尚

聖隷浜松病院小林浩治

公立甲賀病院小林昌

浜田医療センター小林正幸

小林まりや

聖隷浜松病院小林光紗

武蔵野赤十字病院小林弥生子

慶應義塾大学医学部小林佑介

鹿児島大学小林裕介

杏林大学医学部付属病院小林陽一

三重県立総合医療センター小林良成

市立四日市病院小林良幸

信州大学附属病院小原久典

新川崎こびきウｲメンズクリニック木挽貢慈

久留米大学医学部駒井幹

東京慈恵会医科大学附属柏病院駒崎裕美

長岡中央綜合病院古俣大

市立島田市民病院小松孝之

松本市立病院小松登

桐生厚生総合病院小松央憲

鳥取大学医学部附属病院小松宏彰

筑波大学附属病院五味香織

東邦大学医療センター大森病院小宮山慎一

こむかい産婦人科小武海成之

慶應義塾病院　予防医療センター小室優貴

市立東大阪医療センター米田聡美

宮崎善仁会病院米田由香里

自治医科大学　産婦人科小柳貴裕

小山記念病院小山典宏

石切生喜病院古山将康

こころとからだの元氣プラザ　女性のための

生涯医療センターViVi

小屋松安子

NTT東日本札幌病院古来愛香

小樽協会病院今沙織

筑波大学附属病院今翼

至誠会第二病院近藤愛子

東海大学医学部付属病院近藤朱音

東北大学病院近藤亜希子

医療法人社団雪仁会近藤クリニック近藤亜未

東京慈恵会医科大学近藤息吹

熊本大学大学院生命科学研究部近藤英治

三重大学附属病院近藤英司
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ジャスミンレディースクリニック渋谷近藤一成

佐久総合病院近藤沙織

公立陶生病院近藤紳司

済生会宇都宮病院近藤壯

あまがせ産婦人科医院近藤晴彦

聖マリアンナ医科大学近藤春裕

愛媛県立中央病院近藤裕司

神奈川県立がんセンター近内勝幸

聖隷浜松病院今野寛子

北海道大学病院金野陽輔

自治医科大学附属さいたま医療センター今野良

さ

新百合ヶ丘総合病院佐伯直彦

姫路赤十字病院西條昌之

徳島大学大学院医歯薬学研究部西條康代

岐阜大学医学部附属病院齋竹健彰

東京慈恵会医科大学附属病院齋藤綾子

上尾中央総合病院齋藤有沙

国際医療福祉大学附属三田病院齊藤英子

東京都立墨東病院齋藤悦子

天谷医院※ 斎藤馨

新潟大学医歯学総合病院齋藤強太

西埼玉中央病院斉藤恵子

聖路加国際病院斉藤圭介

関西医科大学附属枚方病院※ 斉藤淳子

東北大学病院齋藤彰治

札幌医科大学　産婦人科学講座齋藤豪

船橋市立医療センター齊藤俊雄

大阪医科大学附属病院斉藤奈津穂

浜田医療センター齋藤光

熊本大学医学部齋藤文誉

マキウイメンズクリニック斎藤麻紀

東北大学病院齋藤昌利

北里大学医療衛生学部　臨床検査学齋藤まゆみ

金沢大学附属病院齊藤実穂

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター斎藤元章

独立行政法人国立病院機構　北海道医療セン

ター

齋藤裕司

東北大学病院齊藤裕也

千葉メディカルセンター齊藤佳子

東京慈恵会医科大学附属第三病院齋藤良介

順天堂大学医学部佐伯春美

慶應義塾大学　医学部早乙女啓子

松戸市立総合医療センター五月女隆

自治医科大学附属病院　産婦人科学講座嵯峨泰

済生会福岡総合病院坂井邦裕

東北医科薬科大学酒井啓治

小山記念病院酒井謙

慶應義塾大学病院坂井健良

大同病院境康太郎

市立福知山市民病院酒井紫帆

山口大学医学部附属病院坂井宜裕

国立埼玉病院境委美

千葉大学医学部附属病院酒井希望

済生会野江病院酒井美恵

四国がんセンター坂井美佳

広島市立広島市民病院坂井裕樹

金沢大学附属病院坂井友哉

岡村一心堂病院放射線治療科・緩和ケア内科○ 栄勝美

京都大学医学部附属病院寒河江悠介

山形大学医学部附属病院榊宏諭

財）田附興風会医学研究所　北野病院榊原敦子

岡崎市民病院榊原克巳

さかぐち女性のクリニック坂口勲

杏林大学医学部付属病院阪口響子

大阪国際がんセンター坂口仁美

小波瀬病院坂口優子

赤心堂病院坂口律子

JA尾道総合病院坂下知久

国立病院機構柳井医療センター阪田研一郎

愛知県がんセンター坂田純

倉敷成人病センター坂手慎太郎

独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療セン

ター

坂中都子

山梨県立中央病院坂本育子

伊豆美レディスクリニック※ 坂本伊豆美

NTT東日本関東病院坂本公彦

獨協医科大学越谷病院坂本秀一

金沢医科大学　医学部　産科婦人科学講座坂本人一

獨協医科大学坂本尚徳

防衛医科大学校病院　産婦人科坂元崇洋

婦人科さかもとともみクリニック坂本知巳

東北大学病院坂本雅弘

佐々木研究所附属杏雲堂病院婦人科坂本優

レディスクリニックコスモス※ 坂本康紀

耳原総合病院坂本能基

呉医療センター・中国がんセンター佐川麻衣子

岩倉病院佐川泰一

東京医科大学病院鷺坂誠宏

神戸市立医療センター中央市民病院﨑山明香

慶風会佐久間あさ子

総合病院土浦協同病院佐久間早希

佐久間産婦人科クリニック※ 佐久間達朗

東京慈恵会医科大学佐久間大輝
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熊谷総合病院産婦人科佐久間洋

慶風会佐久間雄一

武蔵野赤十字病院櫻井うらら

稲城市立病院櫻井信行

筑波大学大学院　人間総合科学研究科　子線

医学利用研究センター

櫻井英幸

植野産婦人科医院櫻井学

砂川市立病院櫻井愛美

産業医科大学病院櫻木俊秀

八戸市立市民病院櫻田尚子

東京慈恵会医科大学附属病院櫻田真衣

長野市民病院　佐近普子

防衛医科大学校笹秀典

金沢医科大学　笹川寿之

新潟県保健衛生センター※ 笹川基

神戸大学医学部附属病院笹川勇樹

東京医科大学病院佐々木暁夫

東北大学病院佐々木里美

済生会川口総合病院佐々木滋

総合守谷第一病院※ 佐々木純一

東京医科大学病院佐々木徹

船橋市立医療センター佐々木直樹

横須賀共済病院佐々木望

大阪医科大学附属病院佐々木浩

千葉徳洲会病院※ 佐々木寛

八重洲中央クリニック佐々木宏輔

石川県立中央病院佐々木博正

済生会横浜市東部病院佐々木拓幸

JA広島総合病院佐々木美砂

一宮市立市民病院佐々木萌

昭和大学藤が丘病院佐々木康

佐々木レディスクリニック佐々木義和

帝京大学医学部病院笹島ゆう子

大阪府済生会中津病院笹野智之

東北大学医学部　病理診断学笹野公伸

藤沢市民病院佐治晴哉

市立芦屋病院※ 佐治文隆

一宮市立市民病院佐々治紀

千葉大学医学部附属病院佐藤明日香

神戸赤十字病院佐藤朝臣

ベビースマイルレディースクリニック有明佐藤歩美

スズキ記念病院佐藤いずみ

太田市立病院佐藤絵美

佐藤健レディースクリニック※ 佐藤健

社会福祉法人　函館共愛会　共愛会病院佐藤賢一郎

名古屋記念病院佐藤静香

佐藤順子

埼玉医科大学国際医療センター佐藤翔

成田赤十字病院佐藤史朗

大分大学医学部附属病院佐藤新平

鳥取大学医学部佐藤慎也

島根大学医学部附属病院佐藤誠也

東京慈恵会医科大学附属病院佐藤泰輔

八戸市立市民病院佐藤壮樹

がん・感染症センター 東京都立駒込病院佐藤達也

東京慈恵会医科大学附属病院佐藤ちひろ

秋田大学医学部附属病院佐藤敏治

ともこレディースクリニック佐藤智子

筑波大学附属病院佐藤豊実

東北大学病院佐藤尚明

秋田厚生医療センター佐藤直樹

すみれレディースクリニック佐藤尚人

東北医科薬科大学若林病院佐藤直人

NTT東日本関東病院佐藤奈加子

時計台記念病院佐藤奈菜香

立川相互病院佐藤典子

近畿大学病院佐藤華子

秋田赤十字病院佐藤宏和

旭川レディースクリニック佐藤広文

大館市立総合病院佐藤麻希子

埼玉県立がんセンター佐藤雅和

小樽協会病院佐藤正樹

岩手県立二戸病院佐藤昌之

名古屋大学附属病院佐藤麻美子

津山中央病院佐藤麻夕子

日本大学医学部附属板橋病院佐藤美紀子

杏林大学医学部付属病院佐藤泰紀

慶應義塾大学病院佐藤佑

宮崎大学医学部病理診断科佐藤勇一郎

大分大学医学部附属病院佐藤祐輔

高松赤十字病院佐藤幸保

朋佑会札幌産科婦人科郷久晴朗

久留米大学医学部病理学講座真田咲子

東京ベイ浦安市川医療センター佐野祥子

札幌産科婦人科※ 佐野敬夫

医療法人社団　明徳会　かば記念病院佐野敬則

長野市民病院佐野めぐみ

川崎医科大学附属病院佐野力哉

宮崎大学医学部附属病院鮫島浩

埼玉医科大学総合医療センター鮫島浩輝

一般財団法人　住友病院鮫島義弘

ももレディースクリニック澤井秀秋

厚生連　長野松代総合病院※ 澤口啓造

さわさき婦人科・産科澤崎隆
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大阪大学医学部附属病院澤田健二郎

大阪大学医学部附属病院澤田真明

松江市立病院澤田真由美

財団法人　倉敷成人病センター澤田麻里

東京慈恵会医科大学附属病院澤田杏子

足立病院澤田守男

湘南藤沢徳洲会病院三川猛

し

宇田川婦人科椎名香織

慶應義塾大学病院椎名美季

宮崎大学医学部附属病院椎葉望

塩口産婦人科医院塩口淳一郎

兵庫県立がんセンター塩崎隆也

信州大学医学部塩沢丹里

一宮市立市民病院塩澤文子

西麻布インターナショナルクリニック塩澤正之

川崎医科大学婦人科腫瘍学塩田充

聖路加国際病院塩田恭子

大阪警察病院塩見真由

岐阜大学　医学部志賀友美

東北大学病院志賀尚美

筑波大学附属病院志鎌あゆみ

大阪労災病院志岐保彦

東北大学病院重田昌吾

りんくう総合医療センター繁田直哉

横浜市立市民病院茂田博行

青森県立中央病院重藤龍比古

東京慈恵会医科大学附属病院重政孝典

埼玉医科大学総合医療センター重松幸佑

九州大学病院志田佳愛

湘南鎌倉総合病院　予防医学センター信田政子

一般財団法人京都工場保健会　産業保健推進

部

七堂志津香

徳島県　鳴門病院漆川敬治

大阪労災病院實森万里子

福井大学医学部附属病院品川明子

医療法人協生会　品川病院品川敦彦

都立大レディースクリニック品川寿弥

徳島市民病院篠原文香

愛知医科大学篠原康一

群馬大学医学部附属病院柴慎太郎

藤田医科大学　ばんたね病院柴田清住

トヨタ記念病院柴田崇宏

金沢医科大学柴田健雄

こまざわレディースクリニック柴田哲生

浜松医科大学附属病院柴田俊章

名古屋大学医学部附属病院柴田真由

産業医科大学柴原真美

国際医療福祉大学成田病院渋井亮介

兵庫県立がんセンター澁谷剛志

杏林大学渋谷英里子

杏林大学医学部付属病院澁谷裕美

東北大学医学部附属病院渋谷祐介

新潟大学医歯学総合病院島英里

富山大学医学部島友子

筑波大学附属病院島みなみ

同愛記念病院島内昌仁

水戸赤十字病院島田佳苗

倉敷成人病センター島田京子

国立病院機構九州がんセンター嶋田貴子

日鋼記念病院嶋田浩志

JAとりで総合医療センター嶋田未知

東北大学病院島田宗昭

土浦協同病院島袋剛二

山口県共済会下関総合病院嶋村勝典

九州がんセンター島本久美

県立宮崎病院嶋本富博

豊橋市民病院嶋谷拓真

兵庫県立がんセンター自見倫敦

斗南病院清水亜由美

足利赤十字病院　臨床検査部清水和彦

福井大学医学部附属病院清水可奈子

藤間病院※ 清水謙

秋田大学医学部附属病院清水大

清水産婦人科※ 清水卓

東北大学医学部附属病院清水孝規

国立病院機構小倉医療センター清水隆宏

江幡産婦人科病院　清水徹郎

多摩センターレディースクリニック清水華子

神戸大学医学部附属病院清水真帆

香川労災病院清水美幸

東京医科大八王子医療センター清水基弘

がん研有明病院清水裕介

京都府立医科大学志村光揮

博愛病院下雅意るり

熊本大学病院下川理沙

京都桂病院下地彩

東京女子医科大学下地香乃子

琉球大学医学部付属病院下地裕子

下田産婦人科医院※ 下田隆夫

東千葉メディカルセンター下舞和貴子

横浜医療センター下向麻由

大阪市立大学産婦人科下村将央

川崎医科大学医学部下屋浩一郎
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島根大学　医学部SHANTAKA

MRUNNAHA

R

産業医科大学庄とも子

岩手医科大学医学部庄子忠宏

東北大学病院庄子美紀子

富山大学生水貫人

千葉大学大学院　医学研究院　生殖医学生水真紀夫

東京慈恵会医科大学正古悠一

独立行政法人地域医療機能推進機構　相模野

病院　婦人科腫瘍センター

※ 上坊敏子

自治医科大学附属病院白井克幸

貴子レディースクリニック白井貴子

那須赤十字病院※ 白石悟

慶應義塾大学白石悠

京都大学医学部附属病院白神碧

白神裕士

秋田大学医学部附属病院白澤弘光

国立病院機構　埼玉病院白根照見

社会医療法人愛仁会　千船病院城道久

近畿大学医学部付属病院城玲央奈

八雲総合病院白銀透

県立広島病院白山裕子

愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病

院

新城加奈子

富士市立中央病院榛葉頼子

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病

院

新保暁子

す

函館中央病院推名浅香

山口大学医学部末岡幸太郎

中田ウィメンズ＆ARTクリニック末盛友浩

東北大学病院須賀英津子

長崎医療センター菅幸恵

岩手医科大学　菅井有

須賀田医院須賀田元彦

ＰＬ病院菅野亜紀

公立福生病院菅原恒一

東北大学　東北メディカル・メガバンク機構

　地域医療支援部門　母児医科学分野

菅原準一

秋田大学医学部附属病院菅原多恵

愛産婦人科菅原正樹

慶應義塾大学菅原正貴

済生会宇都宮病院菅原陽

奈良県総合医療センター杉浦敦

横須賀共済病院杉浦賢

札幌白石産科婦人科病院杉尾明香

公立阿伎留医療センター椙田賢司

NTT東日本関東病院杉田匡聡

矢島医院杉谷さおり

山口大学医学部杉野法広

藤田医科大学ばんたね病院杉原一廣

岡山済生会総合病院杉原花子

札幌医科大学　医療人育成センター教育開発

研究部門・産婦人科

杉村政樹

獨協医科大学埼玉医療センター杉本公平

奈良県立医科大学杉本澄美玲

順天堂大学医学部附属練馬病院杉森弥生

名城病院杉山久美子

慶應義塾大学医学部産婦人科杉山重里

雪の聖母会　聖マリア病院※ 杉山徹

水戸赤十字病院杉山将樹

岐阜大学医学部産科婦人科杉山三知代

がん研有明病院　臨床病理センター　細胞診

断部

杉山裕子

兵庫医科大学　産科婦人科学講座杉山由希子

姫路赤十字病院杉山和歌菜

横浜市立大学附属病院助川明子

千葉県がんセンター鈴鹿清美

医療法人明徳会　十全記念病院鈴木明彦

信州大学医学部鈴木昭久

牧田総合病院鈴木明

筑波大学附属病院鈴木あすか

佼成病院鈴木淳

箕面レディースクリニック鈴木彩子

順天堂大学浦安病院鈴木いづみ

東京慈恵会医科大学附属病院鈴木瑛太郎

武蔵野赤十字病院鈴木瑛梨

名古屋大学医学部附属病院鈴木一弘

淀川キリスト教病院鈴木嘉穂

東北大学病院鈴木吉也

豊橋市民病院鈴木邦昭

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病

院

鈴木敬子

日本赤十字社医療センター鈴木研資

札幌白石産科婦人科病院鈴木靜夫

獨協医科大学病院鈴木紫穂

愛知県がんセンター鈴木史朗

東京慈恵会医科大学鈴木二郎

(財)福岡県すこやか健康事業団鈴木信一

川崎医科大学鈴木聡一郎

白河厚生総合病院鈴木大輔

聖隷浜松病院鈴木貴士

東京女子医科大学病院鈴木崇

安城更生病院鈴木崇弘
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円山レディースクリニック鈴木孝浩

中京病院鈴木徹平

社会医療法人厚生会　多治見市民病院鈴木俊也

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病

院

鈴木智太郎

聖マリアンナ医科大学　産婦人科学鈴木直

京都医療センター鈴木直宏

京都大学大学院医学研究科鈴木悠

鈴木宏子

岩手県立中央病院※ 鈴木博

寿泉堂綜合病院鈴木博志

飯田病院鈴木雅子

魚沼基幹病院鈴木美奈

日本赤十字社愛知医療センター　名古屋第一

病院

鈴木美帆

新潟大学　医学部鈴木美保

円山レディースクリニック鈴木美和

刈谷豊田総合病院鈴木祐子

北海道がんセンター鈴木裕太郎

東京女子医科大学鈴木優人

埼玉県立がんセンター鈴木由梨奈

鈴木良知

網走厚生病院鈴木賀博

千葉大学医学部附属病院鈴木義也

防衛医科大学校鈴木理絵

鈴木里枝

大原綜合病院鈴木りか

札幌白石産科婦人科病院鈴木利理

国際医療福祉大学成田病院進伸幸

新潟大学医歯学総合病院須田一暁

神戸大学医学部附属病院栖田園子

富山大学附属病院須田尚美

足利赤十字病院隅田能雄

霞ヶ浦医療センター須藤麻実

国立がん研究センター中央病院須藤一起

市立札幌病院首藤聡子

米沢市立病院須藤毅

茨城西南医療センター病院須藤れいな

京都大学医学部附属病院砂田真澄

刈谷豊田総合病院春原友海

愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院鷲見整

大阪市立大学大学院医学研究科　女性病態医

学（産科婦人科学）

角俊幸

公立陶生病院角真徳

広島大学病院隅井ちひろ

公立豊岡病院住友理浩

山陽小野田市民病院住浪義則

防衛医科大学校病院角倉仁

青梅市立総合病院陶守敬二郎

島根大学　医学部SultanaRazi

せ

山形大学医学部付属病院清野学

熊本大学医学部附属病院瀬尾優太朗

横浜労災病院瀬川恵子

東京慈恵会医科大学付属柏病院關壽之

姫路赤十字病院関典子

水戸済生会総合病院関ももこ

栃木県立がんセンター関口勲

昭和大学医学部　産婦人科学講座関沢明彦

越谷市立病院関根花栄

広島大学病院関根仁樹

新潟大学医歯学総合病院関根正幸

東條ウイメンズクリニック上大岡関本僚平

中部労災病院関谷敦史

せきやクリニック関谷龍一郎

岐阜大学附属病院関谷倫子

田附興風会医学研究所 北野病院関山健太郎

医療法人慈桜会瀬戸病院※ 瀬戸裕

国立病院機構埼玉病院世良亜紗子

桑名市総合医療センター千田時弘

財団法人　倉敷成人病センター仙波恵樹

国家公務員共済組合連合会　立川病院仙波宏史

泉福レディースクリニック泉福明子

そ

公立邑智病院荘田恭仁

県立広島病院相馬晶

福島県立医科大学産科婦人科学教室添田周

前橋赤十字病院曽田雅之

関東労災病院○ 袖本武男

東京大学医学部附属病院曾根献文

佐久医療センター曽根原健太

九州がんセンター園田顕三

久留米総合病院園田豪之介

大分赤十字病院園田真由

久留米大学病院園田裕子

淀川キリスト教病院園山綾子

た

国立大学法人琉球大学医学部付属病院平良祐介

昭和大学藤が丘病院田内麻依子

日本赤十字社　大森赤十字病院田岡英樹

大津赤十字病院多賀敦子

倉敷市立児島市民病院多賀茂樹

山口赤十字病院髙石清美
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財団法人東京都保健医療公社東京都がん検診

センター産婦人科

髙江健太郎

がん・感染症センター都立駒込病院髙尾茉希

滋賀県立総合病院髙尾由美

茨城県立中央病院高尾航

Augustaレディースクリニック髙岡亜妃

済生会中津病院髙岡幸

北野病院髙折彩

国立病院機構熊本医療センター高木みか

JCHO徳山中央病院高木遥香

金沢医科大学髙木弘明

国立病院機構　京都医療センター※ 髙倉賢二

獨協医科大学　埼玉医療センター高倉聡

京都大学医学部附属病院髙倉賢人

金沢医科大学高倉正博

自衛隊札幌病院髙﨑和樹

加納産婦人科高沢義信

医療法人慈久会たかせ産婦人科高瀬規久也

東京女子医科大学病院高瀬瑠璃子

金沢医科大学高田笑

関西労災病院髙田友美

千葉大学医学部附属病院高田章代

たかだ小児科医院髙田杏奈

公立阿伎留医療センター髙田眞一

東京山手メディカルセンター髙田恭臣

岡山赤十字病院高取明正

岩手医科大学　婦人科腫瘍髙取恵里子

茅ヶ崎市立病院髙梨裕子

茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター

産婦人科

高野克己

東北大学医学部高野忠夫

東京慈恵会医科大学附属柏病院高野浩邦

防衛医科大学校病院　髙野政志

武蔵野赤十字病院髙野みずき

東北大学病院高橋藍子

市立秋田総合病院高橋道

東京慈恵会医科大学髙橋一彰

平鹿総合病院髙橋和江

あかねヶ丘高橋レディスクリニック高橋一広

落合病院高橋かすみ

総合病院　国保 旭中央病院髙橋健太

日野記念病院※ 髙橋健太郎

新潟県立がんセンター新潟病院高橋宏太朗

深谷赤十字病院産婦人科高橋幸男

倉敷中央病院髙橋小百合

浜松医療センター高橋慎治

自治医科大学高橋寿々代

東北大学病院高橋聡太

慶應義塾大学病院高橋孝幸

旭川医科大学高橋知昭

東京女子医科大学病院高橋伸子

静岡県立静岡がんセンター婦人科高橋伸卓

高津中央クリニック高橋典子

岩手医科大学　教養教育センター髙橋史朗

松江市立病院高橋正国

慶應義塾大学病院髙橋美央

埼玉県健康づくり事業団※ 高橋道子

永寿総合病院※ 高橋峰夫

東京大学医学部附属病院高橋優

埼玉県済生会川口総合病院高橋裕子

帝京大学医学部附属病院髙橋ゆう子

京都市立病院髙橋裕司

福岡大学病院髙橋庸子

自治医科大学附属病院　産婦人科学講座高橋詳史

沖縄県立中部病院髙橋慶行

市立豊中病院高橋良子

神戸大学医学部付属病院髙橋良輔

東邦大学医療センター大橋病院髙橋怜奈

社団法人　地域医療市立大村市民病院高原沙綾

東京都立 多摩総合医療センター高原めぐみ

東京歯科大学市川総合病院髙松潔

高見医院高見雅司

東北医科薬科大学若林病院田上和磨

東京医科大学病院髙見澤重篤

宮崎県立宮崎病院髙村一紘

済生会野江病院※ 高村伸雄

近畿大学医学部付属病院髙矢寿光

杏林大学医学部付属病院高屋敷瑞穂

高山明子

公益財団法人 日本生命済生会 日本生命病院高山敬範

空の森クリニック髙山尚子

旭川医科大学病院寳田健平

京都大学医学部附属病院滝真奈

大阪大学医学部付属病院瀧内剛

杏雲堂病院滝川彩

徳島県鳴門病院炬口恵理

国保日高総合病院　医局瀧口義弘

兵庫医科大学瀧本裕美

東京大学医学部附属病院田口歩

横浜市東部病院田口圭祐

関西労災病院田口友美

自治医科大学附属病院　産婦人科学講座竹井裕二

帝京大学ちば総合医療センター竹内亜利砂

国立病院機構神戸医療センター武内享介

20/40 ページ※（被選挙権のない会員）  ○（生年月日の申告をお願いします）  ☆（同姓同名の方がいる会員）



市立四日市病院竹内紗織

神戸徳洲会病院竹内聡

聖マリアンナ医科大学竹内淳

大分県立病院竹内正久

都立墨東病院武内務

信州大学医学部附属病院竹内穂高

虎の門病院竹内真

富山市民病院竹内麻優子

医療法人恵仁会田中病院竹内裕一郎

静岡県立静岡がんセンター武隈宗孝

山形大学医学部附属病院武士ゆい

横須賀共済病院竹重諒子

一宮西病院竹下奨

国際医療福祉大学病院竹島信宏

むつ総合病院武田愛紗

兵庫県立丹波医療センター武田晃子

かりゆし会ハートライフ病院武田理

順天堂大学医学部※ 竹田省

順天堂大学附属順天堂医院竹田純

近畿大学東洋医学研究所　女性医学部門武田卓

那須赤十字病院竹田貴

トヨタ記念病院竹田健彦

八尾市立病院竹田雅司

堺市立総合医療センター竹田満寿美

山口大学医学部附属病院竹谷俊明

公立昭和病院武知公博

国立がん研究センター東病院竹中慎

岐阜大学医学部附属病院竹中基記

聖マリアンナ医科大学武永智

矢向レディースクリニック※ 武永博

鹿児島市立病院竹野宜代

恵生会病院武信尚史

大分大学医学部附属病院竹林兼利

国立病院機構四国がんセンター竹原和宏

竹原直希

千葉大学医学部附属病院竹原美紀

市立池田病院竹原幹雄

浜田病院竹原也惠

富山大学 医学部竹村京子

医療法人　竹村医学研究会小阪産病院竹村真紀

大阪府立急性期・総合医療センタ－竹村昌彦

人間ドックセンターウェルネス天神デュアル竹本彩

新百合ヶ丘総合病院竹本周二

杏林大学病院竹森聖

竹森レディースクリニック※ 竹森正幸

日本大学付属板橋病院武谷千晶

医療法人竹山産婦人科竹山淳

兵庫医科大学病院竹山龍

田坂クリニック 産婦人科・内科※ 田坂慶一

筑波大学附属病院田坂暢崇

市立岸和田市民病院田坂玲子

久留米大学病院田崎和人

久留米大学病院田崎慎吾

久留米大学病院田崎瑠璃香

大阪回生病院田島里奈

千葉西総合病院田島秀郎

産業医科大学病院田尻亮祐

熊本大学田代浩徳

松江市立病院田代稚惠

宮城県対がん協会細胞診センター※ 田勢亨

北里大学病院田雑有紀

NTT東日本関東病院忠内薫

東北大学病院只川真理

大阪市立大学橘大介

医療法人　雪ノ聖母会　聖マリア病院立花崇

東北大学病院立花眞仁

立花レディースクリニック立花康成

青梅市立総合病院立花由理

飯田市立病院橘涼太

国立病院機構大阪医療センター巽啓司

神戸中央病院辰巳弘

アフラック生命保険株式会社舘慶生

千葉大学大学院医学研究院　生殖機能病態学

（産科婦人科学）

楯真一

たて産婦人科楯浩行

静岡市立清水病院立岡和弘

釧路赤十字病院※ 立野正敏

中東遠総合医療センター田中晶

慶應義塾大学病院田中郁百

独立行政法人国立病院機構　大阪医療セン

ター

田中英一

市立伊丹病院田中江里子

泉大津市立病院田中和東

東邦大学医療センター大橋病院田中京子

済生会習志野病院田中圭

東北大学病院田中宏典

慶應義塾大学病院田中恒成

函館五稜郭病院○ 田中惠

八戸市立市民病院田中創太

香川大学医学部附属病院田中圭紀

医療法人朋愛会　サンタマリア病院田中哲二

医療法人社団　はつき会田中敏文

大隈レディースクリニック田中智光

東京大学医学部附属病院田中智基
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大阪医科薬科大学　産婦人科医局田中智人

千葉県がんセンター田中尚武

東広島医療センター田中教文

公立福生病院田中逸人

名古屋大学医学部附属病院田中秀明

田中産婦人科※ 田中博志

伊勢赤十字病院田中浩彦

横浜市立大学田中舞

福井県立病院田中政彰

慶應義塾大学田中守

田綜合病院付属大田熱海病院※ 田中幹夫

マイクリニックたなか田中光臣

京都医療センター田中美柚

国立病院機構東京医療センター田中優花

国立病院機構 東近江総合医療センター田中佑治

大阪労災病院田中佑典

金沢大学附属病院田中有華

一宮市立市民病院田中幸余

がん研有明病院田中優美子

石川県立中央病院田中良明

大阪医科薬科大学病院田中良道

北摂総合病院田中理恵

KKR札幌医療センター田中理恵子

斗南病院田中綾一

国立がん研究センター中央病院棚瀬康仁

田辺レディースクリニック田辺晃子

仙台医療センター田邉康次郎

国立がん研究センター東病院田部宏

谷岡産科・婦人科○ 谷岡祥子

杏林大学谷垣伸治

久我山病院谷川珠美子

東京大学医学部付属病院谷川道洋

癌研究会有明病院谷川輝美

県立宮崎病院谷口秀一

東邦大学医療センター　大森病院谷口智子

奈良県総合医療センター谷口真紀子

衣笠クリニック谷口友基子

都立多摩総合医療センター谷口義実

市立四日市病院谷田耕治

富山県立中央病院谷村悟

慶應義塾大学病院谷本慧子

和歌山労災病院※ 谷本敏

すみれ産婦人科クリニック谷本博利

PL病院谷脇絢子

函館中央病院田沼史恵

自治医科大学附属病院　産婦人科学講座種市明代

東北公済病院田野口孝二

東京女子医科大学病院田畑務

札幌医科大学田渕雄大

名古屋大学医学部附属病院玉内学志

福島県立医科大学　放射線腫瘍学講座田巻倫明

北海道大学病院玉城良

井口産婦人科小児科医院○ 玉田隆

常磐病院玉田裕

札幌医科大学玉手雅人

八尾徳洲会総合病院田村明彦

東京北医療センター田村綾子

田村エミ

石切生喜病院田村一富

武蔵野赤十字病院田村和也

由利組合総合病院田村大輔

公立学校共済組合　四国中央病院田村貴央

茨城県立中央病院田村大樹

新潟県立がんセンター新潟病院田村亮

三沢市立三沢病院田村良介

山口大学医学部附属病院爲久哲郎

あらきクリニック※ 田守正則

熊本大学病院田山親吾

京都府立医科大学垂水洋輔

南流山レディスクリニック段泰行

独立行政法人　国立病院機構　弘前病院丹藤伴江

ち

熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学値賀正彦

東京女子医科大学病院千ヶ崎一代

自治医科大学附属さいたま医療センター近澤研郎

京都大学医学部附属病院千草義継

鳥取大学医学部千酌潤

日本大学医学部附属板橋病院千島史尚

岩手県立二戸病院千田英之

おおしおウィメンズクリニック千田裕美子

公立丹南病院知野陽子

札幌医科大学付属病院千葉友香

公益財団法人がん研究会がん研究所千葉知宏

医療法人社団愛弘会　みらいウィメンズクリ

ニック

茆原弘光

横浜市立大学附属病院長たまき

三重中央医療センター張凌雲

慶應義塾大学医学部千代田達幸

慶應義塾大学陳冠良

つ

東北大学病院築地謙治

筑波大学附属病院築比地彩香

坂井市立三国病院塚尾麻由

公立昭和病院塚﨑雄大
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アトラスレディースクリニック塚田訓子

東京都済生会中央病院塚田ひとみ

武蔵野赤十字病院塚本可奈子

賛育会病院塚本博幸

筑波大学付属病院筑田陽子

横浜市南部病院辻圭太

慶應義塾大学病院辻浩介

福井赤十字病院辻隆博

久留米大学医学部放射線医学講座辻千代子

関西電力病院辻なつき

静岡県立総合病院辻満

KKR札幌医療センター　斗南病院辻靖

市立豊中病院辻江智子

飯塚病院辻岡寛

立正佼成会附属佼成病院對馬可菜

富山大学附属病院津田さやか

久留米大学医学部津田尚武

防衛医科大学校　病態病理学講座津田均

みずほ女性クリニック津田浩史

神奈川県立がんセンター土田圭祐

恵寿金沢病院土田達

大阪医科大学附属病院土橋裕允

東京大学医学部附属病院土持早希

帝京大学医学部附属溝口病院土谷聡

公立南丹病院土屋宏

独立行政法人　地域医療機能推進機構

（JCHO)　大阪病院

筒井建紀

手稲渓仁会病院都築陽欧子

山王病院※ 堤治

津永産婦人科津永長門

広島大学病院綱掛恵

新潟市民病院常木郁之輔

大阪医科大学恒遠啓示

札幌医科大学附属病院常松梨紗

つのだレディースクリニック角田新平

日立総合病院角田肇

兵庫医科大学病院鍔本浩志

愛知県がんセンター坪内寛文

京都市立病院坪内万祐子

熊本大学坪木純子

松江赤十字病院坪倉かおり

坪倉産婦人科医院※ 坪倉省吾

大阪大学大学院医学系研究科坪山尚寛

がん研究会有明病院津村志穂

周東総合病院津山重夫

福井大学医学部附属病院津吉秀昭

東京大学医学部附属病院鶴賀哲史

香川大学医学部附属病院鶴田智彦

佐世保共済病院鶴地伸宏

共立さわらぎ鶴長建充

て

東京慈恵会医科大学附属病院鄭知華

三重大学医学部附属病院手石方康宏

聖マリアンナ医科大学出浦伊万里

札幌東豊病院出口圭三

大阪労災病院出口朋実

市立岸和田市民病院出口昌昭

神戸大学出口雅士

滋賀医科大学出口真理

新宮市立医療センター出口蓉子

大垣市民病院勅使河原利哉

ひたちなか母と子の病院※ 手島研作

済生会中央病院弟子丸亮太

地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター手塚慶吾

寺井産婦人科院※ 寺井晉

神戸大学医学部附属病院寺井義人

産婦人科菅原病院寺内文敏

宮崎県立延岡病院寺尾公成

順天堂大学医学部付属順天堂医院寺尾泰久

関西電力病院寺川耕市

久留米大学病院寺田貴武

大阪医科大学附属病院寺田信一

てらだクリニック○ 寺田督

市立釧路総合病院寺田倫子

大阪警察病院寺田美希子

秋田大学医学部産婦人科寺田幸弘

山梨県立中央病院※ 寺本勝寛

NTT東日本札幌病院寺本瑞絵

大阪医科大学附属病院寺山奈央

筑波大学附属病院照屋浩実

香川大学　医学部天雲千晶

埼玉県立がんセンター天神林友梨

と

加藤病院土居大祐

富士宮市立病院土井貴之

沖縄県立中部病院戸板孝文

PL病院堂國日子

大阪医科大学附属病院田路明彦

JCHO　九州病院東條伸平

慶應義塾大学病院同前愛

小山記念病院堂園渓

※ 堂地勉

浜松医科大学東堂祐介
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北海道がんセンター藤堂幸治

大分大学藤内伸智

東京女子医科大学藤間千尋

岐阜大学医学部附属病院東松明恵

島根大学　医学部TUMURBAAT

ARTUVSHIN

TUGS

JCHO熊本総合病院※ 東矢俊光

豊橋市民病院堂山瑶

見附市立病院遠間浩

田川市立病院遠矢雅人

産業医科大学病院遠山篤史

鹿児島大学附属病院戸上真一

岩手県立磐井病院土岐麻実

九州労災病院土岐尚之

大阪赤十字病院徳重悠

鹿児島大学病院徳留明夫

東北大学病院徳永英樹

杏林大学病院徳丸友美

大分大学附属病院徳光隆一

岡山市立市民病院徳毛敬三

大阪市立総合医療センター徳山治

山梨赤十字病院都倉裕り

聖マリアンナ医科大学東横病院戸澤晃子

諏訪　赤十字病院戸田文香

産婦人科　菅原病院戸田友美

がん研究会がん研究所外岡暁子

岩手医科大学附属病院苫米地英俊

十和田市立中央病院※ 冨浦一行

杏林大学医学部付属病院冨岡紀子

とみおかレディースクリニック冨岡良仁

公立能登総合病院富澤英樹

東北大学病院富田芙弥

天理よろづ相談所冨田裕之

富田産科婦人科クリニック富田雅俊

筑紫クリニック富田友衣

東京慈恵会医科大学附属病院富田祐奈

とみながレディースクリニック冨永英一郎

大阪大学医学部　産科婦人科教室冨松拓治

岡山労災病院友國弘敬

町立奥出雲病院※ 友塚義人

福岡赤十字病院友延寛

祐の会　友利産婦人科友利俊一

豊島産婦人科豊島壮介

日本医科大学付属病院豊島将文

奈良県立病院機構　奈良県総合医療センター豊田進司

東京大学医学部附属病院豊原佑典

藤田医科大学岡崎医療センター鳥居裕

三重大学医学部附属病院鳥谷部邦明

東北大学病院董宇鵬

な

調布レディースクリニック内藤恵美

中国電力株式会社　中電病院※ 内藤博之

鹿児島市立病院内藤喜樹

大阪医科大学直聖一郎

熊本市民病院直居裕和

佐久総合病院　佐久医療センター※ 仲井育子

近畿大学医学部附属病院中井英勝

八尾市立病院永井景

高崎総合医療センター永井あや

宮崎市郡医師会病院永井公洋

横浜市立大学附属病院永井康一

慶應義塾大学病院永井晋平

琴似産科婦人科クリニック※ 永井荘一郎

永井マザーズホスピタル永井毅

埼玉医科大学総合医療センター長井智則

東北大学病院永井智之

独立行政法人国立病院機構千葉医療センター

　研究検査科病理

永井雄一郎

沖縄県立　南部医療センター・こども医療セ

ンター

長井裕

医療法人　創起会　くまもと森都総合病院永井隆司

日本大学病院永石匡司

市立伊丹病院中江彩

○ 中江則夫

大阪大学大学院医学系研究科中江瑠璃子

群馬大学医学部附属病院中尾光資郎

筑波大学附属病院中尾砂理

国立がん研究センター東病院仲尾岳大

大垣市民病院中尾優里

佐賀大学医学部　産科婦人科学中尾佳史

市立四日市病院長尾賢治

製鉄記念室蘭病院長尾沙智子

岡山大学大学院医師薬学総合研究科長尾昌二

町田市民病院長尾充

名古屋大学医学部附属病院長尾有佳里

長岡産婦人科クリニック長岡理大

名古屋大学医学部附属病院中川敦史

大阪赤十字病院中川江里子

中川郁

中川公平

大阪大学医学部附属病院中川慧

横浜市立大学附属市民総合医療センター中川沙綾子

山王病院中川俊介
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徳山中央病院中川達史

滋賀医科大学中川哲也

独立行政法人国立病院機構　福山医療セン

ター

中川富夫

市立岸和田市民病院中川倫子

さいたま市立病院中川博之

同友会 春日クリニック中木純子

京都大学医学部附属病院中北麦

帝京大学医学部附属病院長阪一憲

レディース＆ARTクリニックサンタクルス※ 長阪恒樹

香川県立中央病院永坂久子

沖縄県立中部病院中澤毅

東京警察病院中澤直子

兵庫県立がんセンター中澤浩志

北広島リハビリセンター長澤邦彦

順天堂大学医学部附属　練馬病院長澤さや

岩手医科大学医学部永沢崇幸

聖マリアンナ医科大学病院永澤侑子

鳥取市立病院長治誠

富山大学中島彰俊

長門総合病院中島健吾

医療法人手稲渓仁会病院中島亜矢子

中島産婦人科医院中島邦宣

日本大学　医学部附属板橋病院中島隆広

佐久総合病院 佐久医療センター中島雅子

長浜赤十字病院中島正敬

関西医科大学附属滝井病院○ 中嶋真由美

東京女子医科大学八千代医療センター産婦人

科

中島義之

東海大学八王子病院中嶋理恵

泉大津市立病院長嶋愛子

東京医科大学病院長嶋武雄

東邦大学医療センター大森病院長島克

昭和大学病院長島稔

宮崎大学医学部附属病院長島陽子

医療法人　王子総合病院中陳哲也

山形大学　医学部永瀬智

大阪大学　産科学婦人科学教室永瀬慶和

琉球大学医学部附属病院仲宗根忠栄

大阪市立十三市民病院中田真一

旭川赤十字病院中田俊之

医療法人愛仁会　千船病院※ 名方保夫

川崎市立川崎病院中田さくら

長崎大学病院永田幸

こころとからだの元氣プラザ永田順子

国立成育医療研究センター永田知映

鹿児島大学病院永田真子

加藤クリニック永田瑞穂

順天堂大学医学部附属練馬病院永田理恵

横浜市立大学附属病院永田亮

東京女子医科大学永田怜子

手稲渓仁会病院中谷真紀子

沖縄照甦クリニック※ 仲地廣順

昭和大学　横浜市北部病院長塚正晃

小松市民病院中出恭平

日本医科大学千葉北総病院中西一歩

萱島生野病院中西俊一郎

東北医科薬科大学病院中西透

国立国際医療研究センター中西美紗緒

香川県立中央病院中西美恵

JA広島総合病院中西慶喜

長沼医院長沼康子

杏林大学医学部付属病院中野紗弓

愛媛大学医学部附属病院中野志保

聖路加国際病院附属クリニック　予防医療セ

ンター

中野千枝

和泉市立病院中野雄介

関西電力病院※ 永野忠義

東京女子医科大学東医療センタ－長野浩明

愛媛大学中橋一嘉

市立宇和島病院中橋徳文

東京女子医科大学中林章

昭和大学医学部中林誠

山形県立中央病院中原健次

東京都保健医療公社　東部地域病院中原万里子

香川井下病院※ 永原正夫

神戸大学医学部付属病院長又哲史

近畿大学医学部附属病院中松清志

京都府立医科大学附属病院長峯理子

島根大学医学部附属病院中村秋穂

大津赤十字病院中村彩加

群馬県立がんセンター中村和人

立川病院中村加奈子

大阪医科大学附属病院中村起代子

岡山大学病院中村圭一郎

越谷市立病院中村謙一

慶應義塾大学医学部　腫瘍センター　ゲノム

医療ユニット

中村康平

さとみクリニック中村砂登美

大分県立病院中村聡

長浜赤十字病院中村しほり

川崎医科大学　中村隆文

聖マリアンナ医科大学中村貴香
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日本赤十字社愛知医療センター　名古屋第一

病院

中村拓斗

大阪市立住吉市民病院中村哲生

鹿児島市立病院中村俊昭

聖マリアンナ医科大学中村直樹

千葉大学医学部附属病院中村名律子

帝京大学ちば総合医療センター中村寛江

独立行政法人国立病院機構呉医療センター・

中国がんセンター

中村紘子

よよぎ女性診療所中村浩

多摩総合医療センター中村浩敬

米沢市立病院中村文洋

なかむらレディースクリニック中村正也

藤田医科大学仲村勝

金沢大学医学部☆ 中村充宏

神戸市立医療センター中央市民病院☆ 中村充宏

熊本大学中村美和

北里大学病院中村基寛

帝京大学ちば総合医療センター中村泰昭

和歌山県立医科大学　医学部　臨床検査医学中村靖司

筑波大学附属病院中村優子

浜の町病院中村友里恵

琉球大学医学部附属病院仲村理恵

東京医科歯科大学医学部附属病院中村玲子

広島大学中本康介

琉球大学医学部仲本朋子

聖隷沼津病院仲谷傳生

奈良県立医科大学附属病院長安実加

昭和大学藤が丘病院中山健

島根大学医学部中山健太郎

聖隷浜松病院中山理

あきなかレディースクリニック中山大栄

佐世保市総合医療センター中山大介

姫路赤十字病院中山朋子

JR広島病院中山宏文

伊勢原協同病院中山真恵

湯河原病院中山昌樹

金沢大学付属病院中山みどり

国立病院九州がんセンター長山利奈

国際医療福祉大学三田病院永吉陽子

名倉麻子

亀田IVFクリニック幕張名古ゆり恵

大分大学医学部奈須家栄

大阪細胞病理研究所※ 那須健治

久留米大学医学部那須洋紀

夏秋レデｲースクリニック※ 夏秋洋一

国立がん研究センター 中央病院夏目貴史

大阪医科薬科大学病院夏山幸一郎

鍋島珠恵

藤田医科大学鍋谷望

山梨厚生病院奈良政敏

奈良亮謙

島根県立中央病院奈良井曜子

東海大学医学部付属八王子病院楢山知明

兵庫県立がんセンター成田萌

佐々木研究所附属杏雲堂病院鳴井千景

奈良県立医科大学成瀬勝彦

浜松医科大学周産母子センター成味恵

藤田医科大学成宮由貴

名古屋大学大学院医学系研究科　ベルリサー

チセンター産婦人科産学協同研究講座

那波明宏

高砂西部病院※ 名和清彦

なわたクリニック縄田修吾

綜合病院　山口赤十字病院南星旭

慶應義塾大学病院南木佳子

大阪市立大学医学部附属病院南野成則

南部産婦人科医院南部香成子

南部産婦人科医院南部吉彦

に

三重大学附属病院二井理文

仙台医療センター新倉仁

名古屋大学医学部付属病院新美薫

慈恵医大晴海トリトンクリニック※ 新美茂樹

神戸大学医学部付属病院新谷潔

市立東大阪医療センター新納恵美子

国立病院九州がんセンター二尾愛

済生会福岡総合病院西大介

公立那賀病院※ 西丈則

東京医科大学　産科婦人科学分野西洋孝

帝京大学医学部附属溝口病院西井修

谷津保健病院西井寛

医療法人社団天宣会　柏健診クリニック※ 西浦天宣

大阪医科薬科大学西江瑠璃

藤田医科大学医学部西尾永司

西尾咲子

久留米大学医学部附属病院西尾真

慶應義塾大学医学部西尾浩

市立旭川病院西尾空

大阪警察病院西尾幸浩

近畿大学医学部奈良病院西岡和弘

勤医協札幌病院西岡利泰

越谷市立病院西岡暢子

府中病院西岡嘉宏

杏林大学病院西ヶ谷順子
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ＮＴＴ東日本札幌病院西川鑑

奈良県立医科大学西川恭平

国立がん研究センター中央病院西川忠曉

新潟大学医学部産科婦人科学教室西川伸道

名鉄病院西川博

上都賀総合病院西川正能

西川美歩

大雄会第一病院西川有紀子

名古屋市立大学病院西川隆太郎

千葉大学医学部附属病院錦見恭子

名古屋大学医学部附属病院西子裕規

東北大学病院　周産母子センター西郡秀和

社会福祉法人　聖母会　聖母病院西澤安澄

長野市民病院西澤千津恵

藤田医科大学医学部西澤春紀

新潟大学医歯学総合病院西島浩二

東海大学医学部付属病院西島義博

大分中村病院西田純一

渡辺病院西田傑

姫路赤十字病院西田友美

新古賀病院西田直代

帝京大学医学部附属病院西田晴香

福岡赤十字病院西田眞

大分大学医学部西田正和

独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療セン

ター

※ 西田正人

筑波メディカルセンター病院西出健

名古屋大学西野公博

新潟大学医歯学総合病院西野幸治

がん研有明病院西野翔吾

西野レディースクリニック※ 西野照代

※ 西野るり子

総合病院　北見赤十字病院西原弘治

東北大学病院西堀翔子

九州病院西村和泉

産業医科大学西村和朗

一般財団法人　住友病院西村貞子

北九州市立医療センター西村淳一

静岡県立静岡がんセンター※ 西村哲夫

群馬県立がんセンター西村俊夫

さいたま赤十字病院※ 西村俊信

倉敷中央病院西村智樹

滋賀医科大学医学部付属病院西村宙起

国立病院機構熊本医療センター西村弘

がん研有明病院西村真唯

徳島大学病院西村正人

宮崎大学　医学部附属病院西村美帆子

札幌医科大学附属病院西村庸子

南長野医療センター篠ノ井総合病院西村良平

大阪市立総合医療センター西本幸代

県立総合医療センター西本裕喜

室蘭日鋼記念病院西森貢隆

相模野病院西山香織

飯塚病院西山哲

いわき市医療センター西山浩

市立稚内病院西脇邦彦

福田病院新田愼

桑名市総合医療センター二村涼

郡上市民病院丹羽憲司

ぬ

独立行政法人地域医療機能推進機構　徳山中

央病院

沼文隆

横浜南共済病院沼崎令子

新潟県立中央病院沼田雅裕

ね

日本化薬株式会社 医薬開発本部　臨床開発

部

根岸剛

北見赤十字病院根岸秀明

がん研有明病院根津幸穂

公立昭和病院錬石和明

の

神奈川県立がんセンター納富嗣人

慶應義塾大学病院※野上侑哉

※ 野河孝充

立川中央病院野木才美

杏林大学付属病院野口健朗

東京慈恵会医科大学附属病院野口大斗

※ 野口浩

佐賀大学医学部野口光代

岡崎市民病院野坂和外

広島大学病院野坂豪

旭川厚生病院野﨑綾子

山梨県立中央病院野崎敬博

名寄市立総合病院野澤明美

筑波メディカルセンター病院野末彰子

埼玉医科大学国際医療センター野田真永

新潟県　済生会　三条病院野田誠子

大阪府済生会茨木病院野田拓也

医療法人社団　聖母会　クリニック　ミズ　

ソフィア

※ 野田恒夫

野田直美

のだ女性クリニック野田穂寿美

御上会野洲病院※ 野田洋一

日本赤十字社医療センター野中哲生
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北九州総合病院野中宏亮

鳥取県立中央病院野中道子

野中みづき

大阪赤十字病院野々垣多加史

信永みほレディースクリニック信永美保

東広島記念病院※ 野間純

王子総合病院野村英司

金沢大学附属病院野村学史

太田西ノ内病院野村真司

医療法人 葵鐘会セブンベルクリニック野村誠二

NTT東日本関東病院野村奈央

公益財団法人がん研究会有明病院野村秀高

藤田医科大学医学部産婦人科学講座野村弘行

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病

院

野村理絵

ベルランド総合病院則久佳毅

は

産業医科大学病院萩本真理奈

メディカルトピア草加病院萩原聖子

横浜市立大学附属市民総合医療センター萩原真由美

久留米大学病院朴鐘明

市立札幌病院箱山聖子

川崎医科大学附属病院羽間　夕紀子

山梨大学医学部端晶彦

佐賀大学医学部附属病院橋口真理子

石切生喜病院橋口裕紀

大阪医科薬科大学附属病院橋田宗祐

横浜南共済病院橋本彩紗

橋本産婦人科医院橋本一郎

東北大学病院橋本栄文

大阪大学医学部附属病院橋本香映

東京山手メディカルセンター橋本耕一

東京歯科大学市川総合病院橋本志歩

鹿児島市立病院橋本崇史

東北大学医学部附属病院橋本千明

坪井病院橋本歳洋

東京女子医科大学病院橋本友美

日本生命済生会　日本生命病院橋本奈美子

釧路赤十字病院橋本大樹

まなぶ産科婦人科クリニック橋本学

石巻赤十字病院橋本亮平

国立病院機構九州医療センター蓮尾泰之

社会福祉法人　三井記念病院荷見よう子

川崎幸病院長谷川明俊

隠岐病院※ 長谷川明広

獨協医科大学長谷川清志

埼玉医科大学国際医療センター長谷川幸清

大和市立病院長谷川哲哉

富山市立富山市民病院長谷川徹

財団法人　倉敷中央病院長谷川雅明

長谷川裕美子

長崎大学医学部附属病院長谷川ゆり

医療法人愛仁会太田総合病院秦さおり

東京逓信病院※ 秦宏樹

防衛医科大学校病院羽田平

柿木病院※ 波多江正紀

島根大学医学部附属病院波多野渚

九州大学病院蜂須賀一寿

日本生命済生会　日本生命病院八田幸治

刈谷豊田総合病院服部惠

名古屋大学医学部附属病院服部諭美

PL東京健康管理センター服部昌美

香川大学花岡有為子

吉田病院花岡立也

佐賀大学医学部附属病院花島克幸

滋賀医科大学医学部附属病院花田哲郎

岡崎市医師会公衆衛生センター花田英崇

刈谷豊田総合病院花谷茉也

はなぶさ女性クリニック英久仁子

成田赤十字病院塙真輔

東北大学病院羽根田健

帝京大学ちば総合医療センター馬場聡

多摩総合医療センター馬場慎司

岩手医科大学馬場長

札幌医科大学付属病院幅田周太朗

千葉大学医学部附属病院羽生裕二

濱口産婦人科クリニック○ 濱口欣也

防衛医科大学校病院濱口大志

長崎みなとメディカルセンター濱口大輔

公立豊岡病院濱田航平

いわき草木台総合クリニック濱田智美

東北大学病院濱田裕貴

京都大学医学部附属病院濵西潤三

天の川レディスクリニック※ 濵西正三

順天堂大学医学部附属　練馬病院濱村憲佑

大阪市立大学　医学部羽室明洋

市立札幌病院早貸幸辰

倶知安厚生病院早川和彦

はやかわクリニック早川清一郎

仙台市立病院早坂篤

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構

　　日本海総合病院

早坂直

旭川医科大学病院早坂美紗

岐阜大学医学部附属病院早崎容
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ウィメンズクリニック林※ 林和彦

岐阜市民病院林佳奈

慶應義塾大学病院林茂徳

東京医科大学林茂空

京都医療センター林琢磨

神戸市立医療センター中央市民病院林信孝

鹿児島大学病院林久雄

九州大学病院林広典

横浜市立市民病院林宏行

日本医科大学多摩永山病院林昌子

泉大津市立病院林雅美

東海大学医学部専門診療学系産婦人科林優

亀田総合病院林正路

東京医科大学病院林美鶴

東京医科大学病院林元茂

※ 林裕治

市立長浜病院※ 林嘉彦

※ 早瀬良二

鳥取市立病院早田裕

伊那中央病院原きく江

長崎県対馬病院原浩一

東京医科大学原麻里絵

厚生労働省原賀順子

長崎大学病院原田亜由美

産業医科大学原田大史

東京大学原田美由紀

昭和大学藤が丘病院原田祐一

札幌医科大学原田宜子

国立がん研究センター東病院原野謙一

杏雲堂病院原野尚美

愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病

院

針山由美

市立奈良病院春田典子

杏林大学病院春名佑美

春成淳平

岡山済生会総合病院春間朋子

札幌マタニティ・ウェイメンズ・JRタワーク

リニック

※ 晴山仁志

独立行政法人国立病院機構　大阪医療セン

ター

伴建二

前橋赤十字病院萬歳千秋

大阪大学医学部附属病院伴田美佳

日本赤十字社愛知医療センター　名古屋第一

病院

坂堂美央子

慶應義塾大学医学部阪埜浩司

石川県立中央病院坂野陽通

ひ

横浜市立市民病院柊一哉

鹿児島市立病院比嘉莉沙

キャッスルベルクリニック東鉄兵

東真規子

小山記念病院東眞

豊見城中央病院※ 東政弘

東理映子

四季ウィメンズクリニック東口敦司

市立加西病院東田太郎

京都大学医学部付属病院東山希実

大阪労災病院樋上翔大

佐賀大学医学部附属病院光貴子

松江市立病院※ 曳野耕平

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院樋口壽宏

奈良県総合医療センター樋口渚

大阪国際がんセンター久毅

産業医科大学久岡正典

筑波大学附属病院久後ゆい

福井県立病院久田純江

久松マタニティークリニック久松武志

早川クリニック久本浩司

聖路加国際病院　女性総合診療部樋田一英

都立広尾病院日髙志穂

黒部市民病院日高隆雄

埼玉病院樋野牧子

京都第一赤十字病院樋野陽子

中部ろうさい病院日比絵里菜

四国がんセンター日比野佑美

東北大学病院氷室裕美

済生会川口総合病院日向妙子

浜松医療センター平井久也

聖アンナレディスクリニック平井伸幸

群馬大学医学部附属病院　平石光

立川病院平尾薫丸

東北大学病院平賀裕章

群馬大学医学部附属病院平川隆史

大館市立総合病院平川威夫

ひらかわ産婦人科医院平川東望子

青森県立中央病院平川八大

千葉愛友会記念病院平川宏

岐阜市民病院平工由香

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科平沢晃

東海大学医学部平澤猛

水戸済生会総合病院平澤亮子

国保君津中央病院平敷好一郎

（医）社団　昇龍会　ＷＯＭＥＮ’Ｓ　ＣＬＩ

ＮＩＣ

※ 平嶋昇
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静岡県立静岡がんセンター婦人科平嶋泰之

平園クリニック平園賢一

東広島医療センター平田英司

小田原市立病院平田豪

桑名市総合医療センター平田徹

越谷市立病院平沼賢悟

高知赤十字病院平野浩紀

医療法人　社団　誠広会平野聡子

東邦大学医療センター大森病院平野孝幸

済生会横浜市東部病院平野卓朗

浜田医療センター平野開士

岡山済生会総合病院平野由紀夫

JCHO　徳山中央病院平林啓

大阪医科大学附属病院平林知子

横浜医療センター※ 平原史樹

横浜市立大学平原裕也

石川県立中央病院平吹信弥

聖マリアンナ医科大学平間千尋

大阪大学平松宏祐

市立札幌病院平山恵美

順天堂大学医学部附属順天堂医院平山貴士

天理よろづ相談所病院平山貴裕

山本クリニック廣木恵理

国立がん研究センター研究所廣瀬宗

兵庫県立尼崎総合医療センター廣瀬雅哉

昭和大学病院廣瀬佑輔

公立宍粟総合病院広田千賀

日本赤十字社愛知医療センター　名古屋第一

病院

廣村勝彦

ふ

八戸赤十字病院深川大輔

日本医科大学千葉北総病院深川知明

岩手県立中央病院深川智之

東京女子医科大学病院深川富美子

八戸赤十字病院深川安寿子

上都賀総合病院深澤一雄

山梨大学医学部附属病院深澤宏子

国立国際医療研究センター病院深谷小百合

市立伊丹病院福井薫

帝京大学医学部附属病院福井志保

福井レデｲースクリニック※ 福井久人

奈良県立医科大学附属病院福井陽介

ソフィア北円山クリニック福井里佳

北野病院福井希実

福岡美桜

医療法人　渓仁会　手稲渓仁会病院福士義将

岩手医科大学福島明宗

宮崎善仁会病院福島和子

東京慈恵会医科大学福島蒼太

済生会江津総合病院福島瑠璃子

佐賀大学医学部附属病院福田亜紗子

東京医科大学病院福田史織

市立秋田総合病院福田淳

湘南鎌倉総合病院福田貴則

大阪市立大学医学部附属病院福田武史

ＪＲ東京総合病院福田友彦

独立行政法人　国立病院機構　長崎医療セン

ター

福田雅史

京丹後市立弥栄病院福田美佳

鹿児島大学病院福田美香

福田医院福田吉彦

三軒茶屋ペルソナレディースクリニック福地剛

函館五稜郭病院福中香織

函館五稜郭病院福中規功

新百合ヶ丘総合病院※ 福永真治

九州国際重粒子線がん治療センター福西かおり

ふくのレディースクリニック福野直孝

熊本赤十字病院福松之敦

小国病院福本俊

令和レディースクリニック藤井和之

藤田医科大学藤井多久磨

医療法人　藤井レディースクリニック※ 藤井恒夫

洛和会音羽病院藤井剛

森産科婦人科病院藤井哲哉

市立川西病院 藤井光久

時計台記念病院※ 藤井美穂

東京医科大学病院藤井侑子

総合守谷第一病院藤枝薫

越谷市立病院藤岡彩

愛媛大学大学院医学系研究科産科婦人科学藤岡徹

名古屋掖済会病院藤掛佳代

大阪医療センター藤上友輔

沖縄県立北部病院藤川淳

小倉医療センター藤川梨恵

伏木医院※ 伏木弘

宮崎大学医学部附属病院藤﨑碧

済生会長崎病院藤下晃

医療法人　誠光会　草津総合病院藤城直宣

藤田医科大学ばんたね病院藤田和寿

安城更生病院藤田啓

大津赤十字病院藤田浩平

金沢医科大学病院藤田智子

田川市立病院藤田拓司

宮城県立がんセンター　医療局藤田信弘
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京都第二赤十字病院藤田宏行

福井大学医学部附属病院藤田将行

藤東クリニック藤東淳也

藤東クリニック藤東猶也

順天堂大学医学部附属順天堂医院藤野一成

医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院※ 藤野敬史

順天堂大学附属順天堂医院藤原里紗

杏林大学医学部付属病院藤麻眞理子

東京大学医学部附属病院藤本麻葉

四国がんセンター藤本悦子

あま市民病院※ 藤本次良

さっぽろARTクリニック n24藤本尚

苫小牧市立病院藤本俊郎

市立三次中央病院藤本英夫

北九州総合病院藤本英典

いわいレディースクリニック藤本真理子

南奈良総合医療センター藤本佳克

福島県立医科大学藤森敬也

東京医科大八王子医療センター藤森浩司

藤吉レディースクリニック藤吉啓造

藤吉産婦人科藤吉直樹

松江赤十字病院藤脇律人

東京慈恵会医科大学附属病院藤原有沙

天理よろづ相談所病院藤原潔

埼玉医科大学国際医療センター包括的がんセ

ンター

※ 藤原恵一

大阪医科薬科大学藤原聡枝

小牧市民病院藤原多子

中国労災病院藤原久也

金沢大学　医薬保健研究域医学系　産婦人科

学

藤原浩

自治医科大学附属病院藤原寛行

川崎医科大学総合医療センター※ 藤原道久

吉本レディースクリニック藤原優子

京都市立病院藤原葉一郎

医療法人社団 生新会 木場公園クリニック藤原礼

埼玉協同病院布施彩

島根大学　医学部HOSSAINMO

HAMMAD　

MAHMUD

がん研有明病院伏木淳

信州大学産婦人科布施谷千穂

弘前大学医学部附属病院二神真行

関西医科大学佛原悠介

大阪大学大学院医学系研究室船内雅史

大阪府済生会茨木病院船内祐樹

東京都立墨東病院船倉翠

東京女子医科大学※ 舟本寛

医療法人社団　冬城産婦人科医院冬城高久

豊橋市民病院古井憲作

岐阜大学医学部古井辰郎

京都民医連中央病院古板規子

北里大学病院古江明子

東京ベイ・浦安市川医療センター古川佳容子

橋本市民病院古川健一

福島県立医科大学古川茂宜

北里大学病院古川正義

古川産婦人科※ 古川宣二

市立東大阪医療センター古川直人

古堅ウィメンズクリニック古堅善亮

がん･感染症センター 都立駒込病院古澤啓子

函館中央病院古田祐

北里大学　医療衛生学部　医療検査学科臨床

細胞学研究室

古田玲子

京都大学医学部附属病院古武陽子

横須賀共済病院古野敦子

徳島市民病院古本博孝

日本大学医学部付属板橋病院古屋潮

防衛医科大学校　産科婦人科学講座※ 古谷健一

おとぎの森レディースクリニック古谷博

へ

新百合ヶ丘総合病院別宮若菜

斗南病院逸見博文

ほ

JR東京総合病院北條智

岐阜大学医学部附属病院坊本佳優

よつはレディースクリニック志木外村光康

福住産科婦人科クリニック保坂昌芳

東北大学病院星合哲郎

産業医科大学星野香

明和病院※ 星野達二

岩宿クリニック星野正道

石川県立中央病院干場勉

大津赤十字病院星本泰文

大阪警察病院細井文子

名鉄病院※ 細井延行

札幌厚生病院細川亜美

福井県済生会病院細川久美子

鳥取大学医学部附属病院細川雅代

筑波大学附属病院細川義彦

明石医療センター細谷俊光

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院細沼信示

国立がん研究センター細野覚代

愛仁会　高槻病院細野佐代子
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金沢大学附属病院細野隆

国立成育医療研究センター細谷聡史

姫路赤十字病院堀田真智子

横浜市立市民病院堀田裕一朗

寿泉堂綜合病院帆保翼

製鉄記念室蘭病院堀清貴

関西労災病院堀謙輔

瀬戸病院堀慎一

富良野協会病院※ 堀保彦

福井県立病院堀芳秋

ほりうちレディースクリニック堀内晶子

長岡赤十字病院堀内綾乃

兵庫県立尼崎総合医療センター堀内辰郎

聖路加国際病院堀内洋子

橋本市民病院堀内優子

京都大学附属病院北1F病棟堀江昭史

東京女子医科大学掘江美幸

名城病院堀尾麻衣子

山形大学医学部附属病院堀川翔太

東京慈恵会医科大学附属第三病院堀川真吾

静岡県立総合病院堀川直城

長野赤十字病院堀澤信

東京女子医大学病院堀部悠

川崎医科大学総合医療センター本郷淳司

帝京大学ちば総合医療センター本城晴紀

ＰＬ病院※ 本田謙一

西口クリニック婦人科※ 本多静香

いわき市医療センター本多つよし

苑田第一病院※ 本田利江

広島市立安佐市民病院本田裕

富山県立中央病院本多真澄

熊本大学大学院生命科学研究部先端生命医療

化学部門成育再建・移植医講座　産婦人科学

分野

本田律生

新潟県労働衛生医学協会※ 本間滋

ま

金沢大学　医薬保健研究域保健学系毎田佳子

山口大学大学院医学系研究科前川亮

桑名市総合医療センター前川剛輝

徳島県立中央病院前川正彦

西尾市民病院前田修

大阪南医療センター前田和也

金沢大学医薬保健研究域医学系前田大地

友紘会総合病院※ 前田隆義

小池病院前田岳史

神戸大学医学部　放射線医学分野前田哲雄

札幌東豊病院前田信彦

東海大学医学部付属八王子病院前田大伸

京都桂病院前田万里紗

大阪国際がんセンター前田通秀

富山赤十字病院　病理診断科部前田宜延

九州大学病院　前之原章司

豊見城中央病院※ 前濱俊之

日本大学病院前林亜紀

浜の町病院前原都

越谷市立病院前原真里

東京医療センター真壁健

九州大学大学院医学研究院曲淵直未

三重大学病院真川祥一

秋田大学医学部附属病院牧野健一

川崎幸病院牧野弘毅

おち夢クリニック名古屋牧野弘

昭和大学横浜市北部病院牧野吉朗

東海大学八王子病院牧野田知奈美

大田市立病院槇原研

済生会兵庫県病院産婦人科牧原夏子

順天堂大学医学部附属浦安病院正岡駿

東京女子医科大学附属　八千代医療センター※ 正岡直樹

大森赤十字病院間崎和夫

聖母病院増沢利秀

市立貝塚病院増田公美

慶應義塾大学医学部増田健太

島根大学医学部附属病院桝田沙也加

大阪大学医学部附属病院益田真志

兵庫県立尼崎総合医療センター増田望穂

大阪医科薬科大学増田ゆうき

東京慈恵会医科大学附属病院増田怜良

武蔵野赤十字病院増永彩

兵庫県立西宮病院増原完治

福井県立病院桝本咲子

舛本産婦人科医院舛本暢生

埼玉県立がんセンター増山彩

岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科増山寿

栃木県立がんセンター町田静生

宮崎大学医学部附属病院松敬介

群馬大学松井利晃

静岡赤十字病院松井友哉

日本鋼管病院松井成明

船橋二和病院松井英雄

安城更生病院松井真実

淀川キリスト教病院○ 松井義明

医療法人鉄焦会　亀田総合病院松浦拓人

高知大学医学部附属病院松浦拓也

済生会福岡総合病院松浦俊明
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防衛医科大学校病院松浦寛子

千葉愛友会記念病院※ 松浦眞彦

東京慈恵会医科大学附属柏病院松浦美紀

札幌医科大学松浦基樹

産業医科大学　産業保健学部　広域・発達看

護学

松浦祐介

松尾産婦人科医院松尾剛

University oｆ southern 

Califurnia,Pivision of Gynecologic 

Oncologe Depatmut of obstetrics & Gyne

松尾高司

安城更生病院松尾聖子

済生会川内病院松尾隆志

高邦会高木病院松尾憲人

金沢大学附属病院☆ 松岡歩

医療法人賢仁会　松岡病院○ 松岡巌

大田市立病院松岡さおり

土浦協同病院松岡竜也

耳原総合病院松岡智史

岡山大学産科婦人科松岡敬典

越田クリニック松岡麻理

松川高久

藤田医科大学　ばんたね病院松川哲也

江南厚生病院松川泰

静岡県立静岡がんセンター松木翔太郎

大阪市立総合医療センター松木貴子

原土井病院※ 松隈敬太

松田母子クリニック松倉大輔

大津赤十字病院松坂直

大阪急性期総合医療センター松崎聖子

大阪国際がんセンター松崎慎哉

聖隷浜松病院松﨑敬彦

松澤外科医院松澤さつき

宮崎大学　医学部松澤聡史

東北薬科大学松澤由記子

愛知医科大学病院松下宏

天使病院松下容子

日本医科大学武蔵小杉病院松島隆

近江八幡市立総合医療センター松島洋

杏林大学医学部付属病院松島実穂

盛岡赤十字病院※ 松田壯正

国立病院機構埼玉病院松田亜季

和歌山県立医科大学附属病院松田香穂

立川病院松田紀代子

医療法人　渓仁会　手稲渓仁会病院松田琢磨

東北大学病院松田尚美

大阪市立大学大学院医学研究科産婦人科松田真希子

東京女子医科大学病院松田望帆

角田記念　ちえこ・ゆきかレディースクリ

ニック

松田雪香

横浜労災病院松永竜也

松波総合病院松波和寿

東京慈恵会医科大学松野香苗

共立習志野台病院松野孝幸

産業医科大学病院松野真莉子

神戸市立医療センター中央市民病院松林彩

愛媛大学医学系研究科　地域小児・周産期学

講座

松原圭一

大阪市立大学医学部付属病院松原裕明

天理よろづ相談所病院松原慕慶

桃子メディカルクリニック松原桃子

愛媛大学附属病院松原裕子

九州大学病院松水優美

帯広厚生病院松宮寛子

代々木上原ウィメンズクリニック松村聡子

近畿大学医学部附属病院松村謙臣

弘前大学医学部松村由紀子

前橋赤十字病院松本晃菜

昭和大学松本光司

兵庫県立がんセンター松本光史

鹿児島市立病院松本純

愛媛労災病院※ 松本譲二

愛媛大学大学院医学系研究科松元隆

金沢大学医学部附属病院松本多圭夫

がん研有明病院松本剛史

順天堂大学練馬病院※ 松本俊治

公立八鹿病院松本典子

中津市民病院松本治伸

独立行政法人　国立病院機構　大阪医療セン

ター

松本久宣

杏林大学医学部松本浩範

東北大学病院松本光代

帝京大学医学部松本泰弘

稲沢市民病院松本祐人

吹田徳洲会病院松本有里

都立墨東病院松本陽子

市立岸和田市民病院松本佳也

浜松医科大学松家まどか

公益財団法人がん研究会有明病院的田眞紀

松江赤十字病院真鍋敦

総合国保旭中央病院間野ちひろ

大阪国際がんセンター馬淵誠士

公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院馬淵泰士

馬渕医院※ 馬渕義也

札幌医科大学附属病院真里谷奨
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千葉県がんセンター研究所丸喜明

大阪府済生会吹田病院丸岡寛

東北大学病院圓山晶子

独立行政法人　国立病院機構　九州がんセン

ター

丸山章子

藤枝市立総合病院丸山享子

医療法人社団　橋井産婦人科丸山俊輔

昭和大学藤が丘病院丸山大介

慶應義塾大学　医学部丸山哲夫

済生会福岡総合病院丸山智義

三沢市立三沢病院丸山英俊

小田原市立病院丸山康世

PL東京健康管理センター丸山喜徳

京都大学万代昌紀

東邦大学医療センター佐倉病院萬来めぐみ

み

聖マリアンナ医科大学　産婦人科学三浦彩子

長崎大学病院三浦清徳

尾道総合病院三浦聡美

山王病院三浦紫保

盛岡赤十字病院三浦自雄

岩手県立中央病院三浦史晴

名古屋大学医学部附属病院三浦麻世

平鹿総合病院三浦喜典

弘前大学医学部　産科婦人科学講座三浦理絵

東海大学医学部専門診療学系　産婦人科学三上幹男

熊本大学病院三上芳喜

東京医療センター三上佳子

北里大学メディカルセンター三木明徳

藤田医科大学三木通保

札幌厚生病院三國雅人

ウイング土屋レディースクリニック御子柴尚郎

立正佼成会附属佼成病院三沢昭彦

昭和大学病院三澤亜純

札幌厚生病院三島隆

河北総合病院三島みさ子

みずうち産科婦人科※ 水内英充

癌研究会有明病院水﨑恵

横浜市立大学附属病院水島大一

医療法人藤和会　藤間病院※ 水谷勝美

相模原協同病院水谷美貴

大館市立総合病院水沼槙人

湘南藤沢徳洲会病院水野泉

一宮市立市民病院水野克彦

日本赤十字社愛知医療センター　名古屋第一

病院

水野公雄

東北大学病院水野聖士

東京都立駒込病院水野祥

鹿児島大学医学部附属病院水野美香

藤田医科大学病院水野雄介

京都大学医学部附属病院水野林

独立行政法人国立病院機構呉医療センター・

中国がんセンター

水之江知哉

東京慈恵会医科大学附属病院水之江裕子

星空クリニック○ 水原浩

医療法人社団のぞみ会　レディースクリニッ

クぬまのはた

水元久修

金沢大学附属病院水本泰成

大津赤十字病院三瀬裕子

京都大学大学院医学研究科婦人科産科学教室三瀬有香

関西医科大学附属枚方病院溝上友美

公益財団法人東京都保健医療公社　多摩南部

地域病院

三田俊二

藤田医科大学三谷武司

北海道大学医学部三田村卓

医療法人みちおかレディースクリニック道岡亨

茨城県立中央病院道上大雄

ローズベルクリニック三井崇

岡山大学病院光井崇

前橋赤十字病院満下淳地

獨協医科大学病院三橋暁

旭川厚生病院光部兼六郎

みつもとクリニック光本正宗

福井県済生会病院三屋和子

東京歯科大学市川総合病院三ツ矢紫音

自治医科大学附属病院翠川あゆみ

薬袋レディースクリニック薬袋正人

京都IVFクリニック南川麻里

鳥取県立厚生病院皆川幸久

筑波大学　医学医療系　産科婦人科学水口剛雄

八戸市立市民病院湊純子

東北大学病院湊敬廣

東北大学病院湊敬道

産科・婦人科 ミナミクリニック南宏次郎

和歌山県立医科大学南佐和子

斗南病院南妃奈

富山県立中央病院南里恵

新潟大学医歯学総合病院南川高廣

京都大学医学部附属病院南口早智子

千代田レディースクリニック嶺真一郎

佐野厚生総合病院峯積拓巳

新宿区医師会区民健康センター※ 箕浦茂樹

北海道がんセンター見延進一郎

北海道がんセンター箕輪郁
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三原医院三原崇文

昭和大学三村貴志

東京医科大学病院味村嵩之

みむらレディースケアクリニック三村真由子

（財）東京都保健医療公社　東部地域病院宮井健太郎

昭和大学藤が丘病院宮上哲

国立病院機構北海道医療センター宮川博栄

近畿大学病院宮川知保

横浜市立大学附属病院宮城悦子

琉球大学医学部附属病院産宮城真帆

三宅おおふくクリニック宮木康成

東部地域病院宮国泰香

ベルランド総合病院三宅麻子

慶應義塾大学病院三宅温子

新座志木中央総合病院三宅清彦

三宅医院三宅貴仁

自衛隊札幌病院三宅太郎

名古屋大学医学部附属病院三宅菜月

みたき総合病院※ 三宅良明

埼玉県立がんセンター宮坂亞希

東京医科歯科大学大学院生殖機能協関学宮坂尚幸

群馬大学医学部附属病院宮坂勇平

宮崎産婦人科宮崎顕

東京医科大学病院宮崎玄亮

医療法人聖粒会　慈恵病院※ 宮﨑康二

徳之島徳洲会病院宮﨑のどか

東海大学医学部専門診療学系産婦人科宮澤昌樹

東海大学医学部宮澤麻里子

伊那中央病院宮下昭太

長崎大学病院宮下紀子

花輪クリニック宮田あかね

市立芦屋病院宮田明未

久留米大学宮田裕作

ベルランド総合病院宮武崇

宮城県立がんセンター宮原周子

福岡大学病院宮原大輔

和泉市立総合医療センター深山雅人

昭和大学藤が丘病院宮村知弥

筑波大学附属病院宮本和恵

大阪医科大学附属病院宮本瞬輔

福岡大学医学部宮本新吾

昭和大学横浜市北部病院宮本真豪

さいたま赤十字病院宮本純孝

京都大学医学部附属病院宮本泰斗

信州大学医学部宮本強

医療法人社団柏綾会綾瀬厚生病院　産婦人科

（母子センター

宮本壮

防衛医科大学校宮本守員

東京大学医学部附属病院宮本雄一郎

大分大学医学部附属病院宮本侑子

浅ノ川総合病院明星須晴

大阪大学医学部附属病院三好愛

埼玉医科大学国際医療センター三輪真唯子

む

医療法人紹応会　河田産婦人科医院向井啓司

奥村レディースクリニック向林学

（財）シルバーリハビリテーション協会　メ

ディカルコート八戸西病院

武者晃永

済生会千里病院武曽博

阪南中央病院武藤はる香

久留米大学病院武藤愛

市立函館病院棟方哲

鳥取産院村江正始

宮崎大学医学部附属病院村岡純輔

東北薬科大学病院村岡由真

がん研有明病院村頭温

東邦大学医療センター　大橋病院村上功

名古屋市立東部医療センター東市民病院村上勇

市立稚内病院村上幸治

近畿大学医学部付属病院村上幸祐

宮崎県立宮崎病院村上孟司

なかむらレディースクリニック村上直子

東京医科大学病院村上楠菜

熊本赤十字病院村上望美

奈良県総合医療センター村上暉

京都桂病院村上寛子

浜松医科大学村上浩雄

聖マリア病院村上文洋

大阪市立総合医療センター☆ 村上誠

佐世保市立総合病院※☆ 村上誠

社会福祉法人相模更生会　総合相模更生病院※ 村上優

県立宮崎病院村上真友

産業医科大学村上緑

中東遠総合医療センター村上裕介

滋賀県立総合病院村上隆介

国立がん研究センター中央病院村上直也

愛仁会千船病院村越誉

医療法人社団 村重医院※ 村重武次

岐阜大学医学部附属病院村瀬紗姫

災害医療センター村瀨隆之

量子科学技術研究開発機構　QST病院村田和俊

東京女子医科大学村田周子

川崎医科大学総合医療センター村田卓也

白河厚生総合病院村田強志
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群馬大学医学部附属病院村田知美

東京医科大学病院村田憲保

日本生命病院邨田裕子

関西医科大学附属病院村田紘未

筑波大学付属病院村田舞

神戸大学医学部附属病院村田友香

東海大学医学部付属　八王子病院村松俊成

桐生厚生総合病院村松博之

長野市民病院村元勤

村山直之

医療法人社団こころとからだの元氣プラザ※ 室谷哲弥

め

東北大学病院目時弘仁

も

横浜市立大学附属市民総合医療センター最上多恵

名古屋大学医学部附属病院茂木一将

静岡県立静岡がんセンター望月亜矢子

名古屋大学大学院医学系研究科本岡大社

医薬品医療機器総合機構元木葉子

東京女子医科大学病院本橋卓

熊本大学大学院生命科学研究部　産科婦人科

学

本原剛志

榛原総合病院※ 茂庭將彦

東北大学病院桃野友太

杏林大学医学部百村麻衣

長野市民病院森篤

トヨタ記念病院森将

いまいホームケアクリニック森尚子

京都府立医科大学大学院森泰輔

もりレディースクラブクリニック○ 森秀弘

愛知県がんセンター森正彦

東京大学医学部附属病院森繭代

岐阜大学医学部附属病院森美奈子

森康晶

新潟大学医歯学総合病院森裕太郎

近畿大学医学部付属病院森内芳

済生会下関総合病院※ 森岡均

森岡裕彦

千葉市立海浜病院森岡将来

昭和大学藤が丘病院森岡幹

広島市立広島市民病院森川恵司

小牧市民病院森川重彦

もりかわ医院森川義郎

杏林大学医学部森定徹

竜王レディースクリニック森澤宏行

岐阜大学医学部産婦人科森重健一郎

医療法人　慶昭会おおにし病院森下嘉一郎

大阪曉明館病院森田小百合

大阪医科大学附属病院森田奈津子

甲南医療センター森田宏紀

東邦大学医療センター大森病院森田峰人

東京女子医科大学東医療センター森田吉洋

東京医科大学病院産婦人科森竹哲也

滋賀医科大学附属病院　病理部森谷鈴子

羽生総合病院森村豊

川崎医科大学森本裕美子

川崎医科大学　病理学森谷卓也

東邦大学医療センター大森病院森山梓

医療法人愛心会　島原マタニティ病院森山伸吾

島根県立中央病院森山政司

※ 森山昌之

JA北海道厚生連　帯広厚生病院森脇征史

豊橋市民病院諸井條太郎

半田市立半田病院諸井博明

公益財団法人岩手県対がん協会附属矢巾診療

所

諸原雄一

敬愛会中頭病院諸見里秀彦

や

東北大学大学院医学系研究科八重樫伸生

矢追医院矢追正幸

大阪大学医学部八木麻未

和歌山県立医科大学付属病院八木重孝

大阪大学医学部付属病院八木太郎

箕面レディースクリニック八木治彦

九州大学病院八木裕史

東海大学医学部付属病院※矢坂美和

飯田市立病院矢崎明香

福島赤十字病院矢澤浩之

やざわみほこレディースクリニック矢澤美穂子

汐留第二セントラルクリニック矢島正純

横浜市南部病院八代藍子

福井大学医学部附属病院八代憲司

大阪市立大学大学院医学研究科　女性病態医

学（産科婦人科学）

安井智代

愛知県がんセンター安井啓晃

鈴木病院安江朗

愛媛大学医学部附属病院安岡稔晃

大阪府立　呼吸器・アレルギー医療センター安川久吉

がん・感染症センター都立駒込病院八杉利治

関西医科大学総合医療センター※ 安田勝彦

長岡赤十字病院安田雅子

埼玉医科大学国際医療センター安田政実

厚生連小千谷総合病院安田雅弘

高槻赤十字病院安田勝行
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新潟大学医歯学総合病院安田麻友

九州大学病院安武伸子

佐賀県医療センター　好生館安永牧生

九州大学病院安永昌史

堺市立総合医療センター安原裕美子

独立行政法人国立病院機構　長崎医療セン

ター

安日一郎

草加市立病院※ 安水洸彦

富士市立中央病院矢田大輔

佐賀県医療センター好生館八並直子

大阪市立総合医療センター柳井咲花

倉敷成人病センター柳井しおり

岡山大学病院柳井広之

東京慈恵会医科大学矢内原臨

東京国際大堀病院柳田聡

医療法人碧会柳瀬仁

鹿児島大学医学部附属病院簗詰伸太郎

矢野晶子

兵庫県立がんセンター矢野紘子

愛媛県立新居浜病院矢野真理

大分大学矢野光剛

香川県立中央病院矢野友梨

鶴岡市立荘内病院矢野亮

JA三重厚生連　鈴鹿中央総合病院矢納研二

和歌山県立医科大学八幡環

関塚医院八幡哲郎

九州大学病院矢幡秀昭

広島市立安佐市民病院八幡美穂

多治見市民病院※ 藪下廣光

埼玉医科大学国際医療センター藪野彰

ＰＣＬ　Ｊａｐａｎ※ 山内一弘

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター山内貴志人

高松赤十字病院山内綱大

ARTレディスクリニックやまうち山内憲之

大阪市立大学医学部付属病院山内真

白河厚生総合病院※ 山内隆治

福井大学医学部附属病院山内諒子

東京女子医科大学病院山岡結香

島根県立中央病院山上育子

慶應義塾大学医学部産婦人科山上亘

高岡市民病院山川義寛

※ 山木淳子

東京女子医科大学山口暁子

京都大学大学院医学研究科山口建

兵庫県立がんセンター山口聡

埼玉医科大学国際医療センター山口翔吾

九州大学病院山口真一郎

釧路赤十字病院※ 山口辰美

獨協医科大学埼玉医療センター山口乃里子

順天堂大学医学部附属順天堂医院山口舞子

新潟県立がんセンター 新潟病院山口雅幸

新潟大学医歯学総合病院山口真奈子

熊本大学病院山口宗影

福岡記念病院山口淑恵

俵IVFクリニック山口和香佐

西澤病院※ 山崎輝行

山崎産科婦人科医院山崎正明

ベルランド総合病院※ 山嵜正人

神戸大学病院山崎友維

製鉄記念室蘭病院山崎智子

武蔵野徳洲会病院山崎龍王

広島大学医学部山﨑友美

北海道大学病院山崎博之

高岡市民病院山﨑悠紀

金沢大学　医学部附属病院山崎玲奈

長野赤十字病院山澤功二

武蔵野赤十字病院山下詠子

京都府立医科大学附属北部医療センター山下優

群馬県立がんセンター山下宗一

市立函館病院山下剛

千葉徳洲会病院山下修位

島根大学医学部附属病院山下瞳

独立行政法人国立病院機構　東京医療セン

ター

山下博

山口労災病院※ 山下裕幸

医療法人葵鐘会　セブンベルクリニック山下守

米沢市立病院山下由花

大阪医科大学山下能毅

神戸市立医療センター中央市民病院山添紗恵子

順天堂大学附属順天堂医院山田敦子

東京医科大学病院山田悦子

公立豊岡病院山田香

苫小牧市立病院山田恭子

東京慈恵会医科大学附属第三病院山田恭輔

富山大学附属病院山田清貴

越田クリニック山田成利

福井大学医学部附属病院山田しず佳

日本医科大学千葉北総病院山田隆

佐々木レディスクリニック※ 山田俊夫

下伊那厚生病院山田智子

大分大学医学部附属病院山田知徳

宮城県立がんセンター産婦人科山田秀和

日本赤十字社医療センター山田学

奈良県立医科大学山田有紀
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豊橋市民病院山田友梨花

岐阜県総合医療センター※ 山田新尚

北海道がんセンター山田竜太郎

JR札幌病院山中郁仁

神戸大学医学部附属病院山中啓太郎

東京医科大学病院山中善太

聖マリアンナ医科大学山中弘之

日本赤十字社和歌山医療センター山西優紀夫

県立広島病院山根尚史

済生会江津総合病院○ 山根由夫

京都大学医学部附属病院山野和紀

京都大学大学院医学研究科山ノ井康二

兵庫県立西宮病院山部エリ

天理よろづ相談所病院山村幸

帯広厚生病院　山村満恵

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病

院

山室理

東京医科大学山本阿紀子

青梅市立総合病院山本晃子

日本医科大学付属病院山本晃人

田附興風会医学研究所北野病院山本彩

関西電力病院山本絢可

名古屋大学医学部　医療行政学山本英子

東京慈恵会医科大学附属病院山本恵麗奈

国立がん研究センター中央病院山本香澄

近畿大学医学部付属病院山本貴子

石切生喜病院※ 山本啓司

湘南鎌倉総合病院山本謙二

横浜市立大学山本紘司

京都市立病院山本櫻

長野赤十字病院山本さやか

岐阜大学医学部付属病院山本志緒理

京都中部総合医療センター山本拓郎

春日部市立医療センター※ 山本樹生

福山医療センター山本暖

越谷市立病院※ 山本勉

堺市立総合医療センター山本敏也

熊本医療センター山本直

国立病院機構　熊本医療センター山本文子

福井大学医学部附属病院山本真

公立学校共済組合　中国中央病院山本昌彦

金沢大学付属病院山本恵

四国がんセンター山本弥寿子

箕面市立病院山本善光

高知県・高知市病院企業団立高知医療セン

ター

山本寄人

伊勢赤十字病院山脇孝晴

昭和大学医学部矢持淑子

ゆ

堺市立総合医療センター兪史夏

国家公務員共済組合連合会　呉共済病院湯浅徹

社会医療法人　製鉄記念室蘭病院湯浅憲章

黒部市民病院結城浩良

結城産婦人科医院結城道広

神奈川県立がんセンター祐森明日菜

愛媛大学医学部附属病院行元志門

東京都保健医療公社　荏原病院幸本康雄

がん研有明病院温泉川真由

由良産婦人科・小児科医院由良茂夫

よ

独立行政法人　筑後市立病院※ 葉清泉

葉高杉

近畿大学医学部附属病院葉宜慧

市立貝塚病院横井猛

東邦大学医療センタ－大橋病院　病院病理学

講座

横内幸

関西医科大学附属病院横江巧也

新潟県立新発田病院横尾朋和

諏訪赤十字病院横川裕美

藤沢市民病院横澤智美

東京慈恵会医科大学附属柏病院横須幸太

東京医科大学病院横須賀愛恵

広島記念病院横田康平

※ 横田知夫

埼玉県立がんセンター横田治重

和歌山労災病院○ 横田栄夫

慶應義塾大学横田めぐみ

聖路加国際病院横田祐子

東京慈恵会医科大学横溝陵

聖マリアンナ医科大学※横道憲幸

東北大学病院横山絵美

昭和大学　横浜市北部病院横山和彦

四国がんセンター横山貴紀

堺市立総合医療センター横山拓平

佐賀大学医学部横山正俊

弘前大学医学部附属病院横山良仁

昭和大学藤が丘病院吉泉絵理

関西ろうさい病院吉岡恵美

神戸市立医療センター中央市民病院吉岡信也

医療法人社団清心会桜井病院 院長吉岡忠亮

済生会横浜市南部病院吉岡俊輝

北品川 藤サテライトクリニック吉岡知巳

つづきレディスクリニック吉岡範人

がん研究会有明病院吉岡靖生
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北野病院吉岡弓子

福岡大学病院吉川賢一

防衛医科大学校病院　腫瘍化学療法部吉川智之

名古屋大学　医学部芳川修久

富山県立中央病院吉越信一

総合病院　松山赤十字病院吉里美慧

神戸医療センター吉田愛

大阪南医療センター𠮷田篤史

順天堂大学吉田惠美子

加賀市医療センター吉田勝彦

徳島大学医学部附属病院吉田加奈子

魚沼基幹病院吉田邦彦

鳥取大学医学部附属病院吉田賢史

三重大学医学部附属病院吉田健太

名古屋大学医学府附属病院吉田康将

田川市立病院吉田祥子

島原マタニティ病院吉田至幸

大阪暁明館病院吉田昭三

神奈川県立がんセンター吉田大作

済生会横浜市東部病院吉田卓功

東邦大学医療センター大森病院吉田隆之

静岡県立総合病院吉田旭輝

正岡病院※ 吉田信隆

東海大学医学部吉田浩

埼玉医科大学国際医療センター吉田裕之

松江市立病院吉田学

東京大学医学部附属病院吉田光代

福岡赤十字病院吉田優

石巻赤十字病院吉田祐司

東北大学病院吉田瑶子

福井大学医学部　産科婦人科学吉田好雄

熊本大学大学院生命科学研究部吉積貴子

小林市立病院吉永浩介

医療法人　よしながウィメンズクリニック吉永光裕

大阪大学吉野愛

山梨大学病院吉野修

産業医科大学医学部吉野潔

島根県立中央病院吉野直樹

倉敷成人病センター吉野育典

自治医科大学葭葉貴弘

慶應義塾大学　医学部吉浜智子

新潟大学医歯学総合病院吉原弘祐

名古屋大学医学部附属病院吉原雅人

北里大学病院善平沙弥香

慶應義塾大学病院吉政佑之

熊本赤十字病院吉松かなえ

聖マリア病院吉満輝行

ベルランド総合病院吉村明彦

三重中央医療センター吉村公一

慶應義塾大学病院吉村拓馬

関西医科大学総合医療センター吉村智雄

独立行政法人　労働者健康福祉機構　関西労

災病院

吉村道子

島根大学医学部附属病院吉村由紀

奈良県総合医療センター吉元千陽

富山県済生会高岡病院吉本英生

吉本レディースクリニック吉本裕子

福島県立医科大学医学部吉本由哉

寿泉堂綜合病院吉本有希

済生会新潟第二病院※ 吉谷徳夫

福岡大学病院四元房典

滋賀医科大学医学部附属病院米岡完

香川県立中央病院※ 米澤優

富山大学医学部　産科婦人科学米澤理可

福岡県済生会福岡総合病院米田智子

釧路赤十字病院米原利栄

みなとみらい夢クリニック米山剛一

米山雅人

広島市立広島市民病院依光正枝

鹿児島大学病院萬浮帆波

市立函館病院萬和馬

り

帝京大学医学部梁栄治

帝京大学ちば総合医療センター梁善光

る

横浜市立大学附属病院ルイズ横田奈

朋

ろ

伊勢崎市民病院※ 六川俊一

わ

アルテミス宇都宮クリニック若井香織

大原綜合病院若木優

愛媛大学若佐明美

医療法人藤井会　石切生喜病院※ 若狭研一

近畿大学　医学部　奈良病院若狭朋子

愛知医科大学若槻明彦

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

　QST病院

若月優

大崎市民病院我妻理重

東京医科歯科大学若菜公雄

東京都立広尾病院若林晶

神奈川県立がんセンター若林玲南

うえむら病院若山明彦

永寿総合病院若山嘉佑子

39/40 ページ※（被選挙権のない会員）  ○（生年月日の申告をお願いします）  ☆（同姓同名の方がいる会員）



脇田ウイメンズヘルスケアセンター※ 脇田邦夫

済生会滋賀県病院脇ノ上史朗

市立豊中病院脇本昭憲

兵庫医科大学病院脇本裕

KKR札幌医療センター涌井之雄

神戸大学医学部附属病院鷲尾佳一

東京医科大学病院鷲田貴一

伊那中央病院鷲見悠美

金沢医科大学病院早稲田智夫

八戸クリニック和田潤郎

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院和田真一郎

泉大津市立病院和田卓磨

福岡赤十字病院和田智子

埼玉病院☆ 和田美智子

広島中央健診所和田康菜

済生会松阪総合病院綿重直樹

京都府立医科大学附属北部医療センター渡邉亜矢

名古屋大学医学部附属病院渡邉絵里

大原綜合病院渡邉佳織

日立総合病院渡邉久美子

慶應義塾大学病院渡辺慶子

京都医療センター渡部光一

東京慈恵会医科大学附属病院渡邉こころ

弘前大学大学院保健学研究科渡邉純

東北大学病院渡邉善

福島県立医科大学渡辺尚文

東京医科大学病院渡邉琢磨

東北医科薬科大学若林病院渡辺正

Ai clinic渡邊禎子

兵庫県立尼崎総合医療センター渡辺智之

十和田市立中央病院渡邉豊治

しま医院渡邉一司

幸有会記念病院渡邉征雄

大阪国際がんセンター渡辺正洋

渡辺記念クリニック渡辺稔

千葉大学大学院医学研究院　画像診断・放射

線腫瘍学

渡辺未歩

杏林大学病院渡邉百恵

県北医療センター高萩協同病院渡邉之夫

札幌東豊病院渡邊行朗

東北医科薬科大学病院渡部洋

北海道大学医学部渡利英道
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■以下の先生は選挙権および被選挙権はございませんので、選挙名簿より除いてあります。 

 

✤（名誉会長） 

野田 起一郎 

 

✤（名誉会員） 

石河  修、伊東久夫、稲葉憲之、岩坂 剛、植木  實、宇田川康博、梅咲直彦、小澤  満、 

落合和德、加耒恒壽、柏村正道、加藤  紘、嘉村敏治、川名  尚、紀川純三、木口一成、 

菊池義公、九島巳樹、藏本博行、小林 浩、齋藤俊章、寒河江悟、坂本穆彦、櫻木範明、 

笹野伸昭、篠塚孝男、清水哲也、鈴木光明、園田隆彦、高橋正宜、高山雅臣、瀧澤  憲、 

田口孝爾、田中憲一、田中忠夫、寺川直樹、中島久良、永田一郎、中野隆史、荷見勝彦、 

長谷川壽彦、畑  俊夫、蜂須賀徹、半藤  保、平井康夫、平林光司、平松祐司、藤井信吾、 

星合  昊、本山悌一、薬師寺道明、矢嶋  聰、安田  允、吉川裕之 

John J.Kavanagh、Jae-Wook Kim、Seung-Jo Kim、Hyo Pyo Lee、Joo-Hyun Nam、 

Jung-Eun Mok、Sung-Eun Namkoong、Steven Silverberg、Soon-Beom Kang、Duk-Soo Bae、 

Hee-Sug Ryu、Young-Tak Kim、Seung Cheol Kim 

                                                 （敬称略、50 音順） 

 

■以下の先生は選挙権はございますが、被選挙権はございません。選挙名簿欄上は※印で表示さ

れた会員に含まれております。 

 

※功労会員 

安藤正明、飯原久仁子、井坂惠一、磯西成治、伊藤良彌、今井篤志、岩成 治、太田博明、 

大村峯夫、奥田博之、落合和彦、勝部泰裕、北田文則、木寺義郎、木村英三、倉智博久、 

児玉省二、斎藤  馨、笹川 基、佐々木寛、佐治文隆、上坊敏子、関谷宗英、髙倉賢二、 

髙橋健太郎、竹下俊行、竹田 省、田勢 亨、寺本勝寛、内藤博之、中野 隆、永野忠義、 

西田正人、野河孝充、秦 宏樹、林 和彦、早瀬良二、晴山仁志、東岩井久、平原史樹、 

福永真治、藤井恒夫、藤野敬史、藤本次良、藤原恵一、本田謙一、本間 滋、前田隆義、 

水谷勝美、宮﨑康二、室谷哲弥、山内一弘、山嵜正人、山本樹生、若狭研一 

 （敬称略、50 音順） 

 

＊被選挙人は選挙が行われる年度の 5 月 1 日に 65 歳以下であること（代議員選出規定第 8 条

3）。今回の選挙は令和 3 年 5 月 1 日が該当日です。昭和 30 年（西暦 1955 年）5 月 2 日以降の出

生者が対象となります。 

 

＊○印がついた会員の方は、11 月 19 日までに生年月日のご連絡をいただけない場合は、被

選挙権はなくなります。 
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