
2022年8⽉1⽇現在（205名）

朝倉 寛之 織⽥ 克利 佐藤 惠 ⾕垣 伸治 林 聡 宮﨑 顕
朝本 明弘 ⼩野 哲男 佐村 修 ⾕垣 礼⼦ 原 鐵晃 宮下 進
安達 聡介 ⼩野 政徳 澤井 英明 種村 光代 阪⻄ 通夫 宮村 浩徳
阿部 彰⼦ 甲斐 健太郎 澤⽥ 祐季 種元 智洋 東野 昌彦 村上 雅博
網⽥ 光善 柿沼 敏⾏ 塩⾕ 雅英 ⽥野島 美城 兵頭 ⿇希 村越 毅
安藤 智⼦ 笠井 靖代 志賀 尚美 ⽥村 友宏 平野 浩紀 室⽉ 淳
飯倉 絵理 ⽚桐 由起⼦ 篠塚 憲男 ⽥村 充利 平原 史樹 望⽉ 修
飯塚 美徳 加藤 紀⼦ 末岡 浩 堤 誠司 平吹 知雄 望⽉ 純⼦
池⽥ 敏郎 ⾦井 誠 菅原 照夫 寺本 瑞絵 廣瀬 雅哉 元島 成信
井阪 茂之 ⻲井 良政 杉浦 真⼸ 都甲 明⼦ 福島 明宗 柳下 玲⼦
和泉 俊⼀郎 川上 浩介 杉本 公平 ⼟肥 聡 福原 理恵 ⽮野 紘⼦
伊⽥ 昌功 河内⾕ 敏 鈴⽊ 靖⼦ 豊島 将⽂ 藤本 喜展 ⽮部 慎⼀郎
伊藤 実⾹ 菊地 範彦 鈴⽊ 理絵 豊福 彩 藤原 道久 ⼭縣 芳明
井下 秀司 北野 理絵 鈴森 伸宏 中岡 義晴 藤原 葉⼀郎 ⼭⼝ 昌俊
岩崎 真也 ⽊村 真智⼦ 須波 玲 ⻑瀬 寛美 堀内 洋⼦ ⼭⼝ 雅幸
印出 佑介 熊⽿ 敦⼦ 瀬川 智也 中林 章 ⻩ 海鵬 ⼭崎 健太郎
宇都宮 智⼦ ⿊⼟ 升蔵 関沢 明彦 中村 博昭 本⽥ 裕 ⼭⽥ 重⼈
梅原 永能 ⼩泉 幸司 宗⽥ 聡 中村 靖 前⽥ 和寿 ⼭⽥ 崇弘
遠藤 勝英 ⼩泉 雅江 副⽥ 翔 中⼭ 摂⼦ 増﨑 英明 ⼭⽥ 直樹
遠藤 俊明 古賀 ⽂敏 平久 進也 中⼭ ⼤介 増﨑 雅⼦ ⼭⽥ 秀⼈
⼤浦 訓章 ⼩⼭ 伸夫 ⽥浦 裕三⼦ 成瀬 勝彦 増⽥ 健太郎 ⼭出 ⼀郎
⼤鷹 美⼦ 近藤 朱⾳ ⾼井 泰 ⻄川 和代 町⽥ 真雄⼦ ⼭中 美智⼦
⼤野⽥ 晋 榊原 嘉彦 ⾼⽊ 紀美代 ⻄川（⼤⽮） 尚実 松下 充 ⼭本 圭⼦
⼤場 隆 酒本 あい ⾼橋 千果 能仲 太郎 松原 圭⼀ 吉岡 尚美
⼤橋 容⼦ 佐川 泰⼀ ⾼橋 宏典 野村 泰久 松原 裕⼦ 吉岡 奈々⼦
⼤畑 尚⼦ 左合 治彦 ⾼橋 弘幸 ⽣野 寿史 松本 由紀⼦ 吉⾥ 俊幸
岡⽥ 節男 佐々⽊ 愛⼦ ⽵内 ⼀浩 橋⼝ 和⽣ 丸⼭ 哲夫 吉野 直樹
岡⽥ 英孝 佐々⽊ 瑠美 ⽵下 直樹 橋場 剛⼠ 三浦 清徳 和⽥ 誠司
岡本 陽⼦ 雀部 豊 ⽵原 祐志 蓮尾 泰之 三浦 ⽣⼦ 渡邉 尚⽂
⼩川 達之 佐治 晴哉 武⼭ 陽⼀ 幡⾕ 功 三⽊ 明徳 渡辺 博
⼩川 正樹 佐世 正勝 ⽥島 敏樹 ⾺場 剛 三島 隆
⼩川 昌宣 佐藤 多代 ⾠⺒ 嵩征 ⽻原 俊宏 ⽔之江 知哉
⻑⽥ 久夫 佐藤 健⼆ ⽥中 温 濱⽥ 啓義 峯 克也
⼩澤 克典 佐藤 卓 ⽥中 和東 濱⽥ 洋実 三春 範夫
⼩澤 伸晃 佐道 俊幸 ⽥中 宏幸 浜之上 はるか 三宅 秀彦
※掲載希望をご申請いただいた先⽣のお名前を掲載しております

産婦⼈科専⾨医かつ臨床遺伝専⾨医
「⽣殖医療に関する遺伝カウンセリング相談受⼊れ可能な臨床遺伝専⾨医」


