
 登録者名  所属  都道府県
⻑⾕⼭ 圭司 ⼿稲渓仁会病院 北海道

佐々⽊ 理 天使病院⼩児科 北海道

上⽥ 寛⼈ 医療法⼈社団弘和会森産科婦⼈科病院 北海道

塩野 展⼦ 市⽴札幌病院新⽣児内科 北海道

梶濱 あや 旭川医科⼤学⼩児科 北海道

春⽇ 亜⾐ 札幌医科⼤学附属病院⼩児科 北海道

⽵⽥津 未⽣ 北海道療育園 北海道
齋⽊ 宏⽂ 岩⼿医科⼤学 岩⼿県

⽥中 ⾼志 宮城県⽴こども病院循環器科 宮城県

⽥澤 星⼀ 仙台⾚⼗字病院 宮城県

岡﨑 三枝⼦ 秋⽥⼤学医学部附属病院 総合臨床教育研修センター 秋⽥県

⾼橋 実穂 筑波メディカルセンター病院⼩児科 茨城県

堀⽶ 仁志 筑波⼤学医学医療系・茨城県⼩児地域医療教育ステーション 茨城県

村上 卓 筑波⼤学附属病院⼩児科 茨城県

林 ⽴申 茨城県⽴こども病院 茨城県

岡 健介 ⾃治医⼤とちぎ⼦ども医療センター⼩児科 栃⽊県

宮下 進 獨協医科⼤学病院総合周産期⺟⼦医療センター産科部⾨ 栃⽊県

⾼橋 佳代 ⾃治医科⼤学産婦⼈科 栃⽊県

⾼橋 宏典 ⾃治医科⼤学 栃⽊県

⾺場 洋介
⾃治医科⼤学附属病院（⾃治医
科⼤学とちぎ⼦ども医療センター）⼩児科／産婦⼈科

栃⽊県

⽥中 健佑 群⾺県⽴⼩児医療センター循環器科 群⾺県

京⾕ 琢治
群⾺県⽴⼩児医療センター
（総合周産期⺟⼦医療センター）産科

群⾺県

⽊暮 さやか 群⾺県⽴⼩児医療センター 群⾺県

百⽊ 恒太 埼⽟県⽴⼩児医療センター循環器科 埼⽟県

⼩林 俊樹 埼⽟医科⼤学国際医療センター 埼⽟県

⽯⼾ 博隆
埼⽟医科⼤学総合医療センター総合周産期⺟⼦医療センター
⼩児循環器部⾨

埼⽟県

⾼橋 泰洋 さいたま⾚⼗字病院 埼⽟県

佐藤 達也 埼⽟医科⼤学総合医療センター 埼⽟県

中村 学 さいたま⾚⼗字病院産婦⼈科 埼⽟県

近藤 敦 ⻲⽥総合病院 千葉県

⽥中 宏⼀ 国際医療福祉⼤学産婦⼈科 千葉県

尾本 暁⼦ 千葉⼤学医学部付属病院 千葉県

⽯井 徹⼦ 千葉県こども病院循環器内科 千葉県
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坂井 昌⼈ 東京ベイ・浦安市川医療センター産婦⼈科 千葉県

井上 万⾥⼦ 千葉市⽴海浜病院 千葉県

真⽥ 道夫 成⽥⾚⼗字病院産婦⼈科 千葉県

岡⼭ 潤 千葉⼤学医学部附属病院 千葉県

末光 徳匡 ⻲⽥総合病院 千葉県

鈴⽊ 義也 千葉⼤学医学部附属病院周産期⺟性科 千葉県

中⼭ 敏男 ⼭王病院産婦⼈科 東京都

⼭本 祐華 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院産婦⼈科 東京都

松井 彦郎 東京⼤学医学部⼩児科 東京都

⽔主川 純 東京⼥⼦医科⼤学産婦⼈科 東京都

⼊⼭ ⾼⾏ 東京⼤学医学部附属病院⼥性診療科・産科 東京都

渋⾕ 和彦 東京都⽴府中療育センター 東京都

遠⼭ 貴⼦ 東京蒲⽥医療センター⼩児科 東京都

落合 ⼤吾 慶應義塾⼤学医学部産婦⼈科 東京都

林 泰佑 国⽴成育医療研究センター循環器科 東京都

瀬⼭ 貴博 東京⼤学医学部附属病院 東京都

堀内 縁 榊原記念病院 東京都

与⽥ 仁志 東邦⼤学医療センター⼤森病院新⽣児科 東京都

井出 早苗 ⽇本⾚⼗字社医療センター 東京都

林 聡 東京マザーズクリニック 東京都

⽇根 幸太郎 東邦⼤学医療センター⼤森病院、⽇本⼤学医学部附属板橋病院 東京都

天⽅ 秀輔 ⽇本⾚⼗字社医療センター新⽣児科 東京都

松岡 隆 昭和⼤学医学部産婦⼈科学講座 東京都

芥川 ⾹奈 ⽇本⾚⼗字社医療センター 東京都

緒⽅ 公平 東邦⼤学医療センター⼤森病院新⽣児科 東京都

吉敷 ⾹菜⼦ 榊原記念病院⼩児循環器科 東京都

⼩松 篤史 ⽇本⼤学医学部附属板橋病院産婦⼈科医局 東京都

⼩松 玲奈 昭和⼤学江東豊洲病院産婦⼈科 東京都

⻫藤 敬⼦ 東邦⼤学医療センター⼤森病院新⽣児科 東京都

設楽 理恵⼦ ＪＣＨＯ東京新宿メディカルセンター 東京都

島⽥ ⾐⾥⼦ 東京⼥⼦医科⼤学循環器⼩児科 東京都

清⽔ 武 昭和⼤学病院⼩児循環器内科 東京都

髙橋 ゆう⼦ 東京⼤学医学部附属病院⼥性診療科・産科 東京都

浜道 裕⼆ 榊原記念病院循環器⼩児科 東京都

⼭⽥ 研⼆ ＦＭＣ東京クリニック 東京都

德中 真由美 昭和⼤学医学部産婦⼈科学講座 東京都

加藤 恵利奈 ⽇本⼤学医学部附属板橋病院 東京都

紀平 ⼒ 練⾺光が丘病院 東京都



久保⽥ 佳穂⾥ 東京⼤学医学部附属病院 東京都

佐藤 陽⼀ 東京⼥⼦医⼤病院産婦⼈科 東京都

吉⽥ 純 榊原記念病院産婦⼈科 東京都

⽔野 将徳 聖マリアンナ医科⼤学⼩児科 神奈川県

⾦ 基成 神奈川県⽴こども医療センター循環器内科 神奈川県
⾦井 雄⼆ 北⾥⼤学産婦⼈科産科 神奈川県
⼤⻄ 庸⼦ 北⾥⼤学病院周産⺟⼦成育医療センター周産⺟⼦部⾨ 産科・MFICU 神奈川県

佐々⽊ 赳 昭和⼤学横浜市北部病院 神奈川県

芥川 修 芥川バースクリニック 神奈川県
伊集院 昌郁 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター総合周産期⺟⼦医療センター 神奈川県
⻑瀬 寛美 神奈川県⽴こども医療センター 神奈川県
吉本 裕良 国⽴病院機構相模原病院⼩児科 神奈川県

佐々⽊ 恵 神奈川県⽴こども医療センター 神奈川県
的野 博 医療法⼈社団的野ウィメンズクリニック 神奈川県
⽉永 理恵 横須賀共済病院 神奈川県
⼩澤 綾佳 富⼭⼤学⼩児科 富⼭県

中村 ⾹織 つねファミリークリニック ⽯川県

中村 常之 つねファミリークリニック ⽯川県

飯塚 崇 ⾦沢⼤学医薬保健研究域医学系産科婦⼈科学教室 ⽯川県

中村 太地 ⾦沢⼤学附属病院周産⺟⼦センター ⽯川県

川村 裕⼠ 福井⼤学産科婦⼈科医局 福井県

⽥尾 克⽣ 福井愛育病院 福井県

⽯原 靖紀 福井愛育病院⼩児科 福井県

鈴⽊ 秀⽂ 福井愛育病院 福井県

須波 玲 ⼭梨県⽴中央病院総合周産期⺟⼦医療センター ⼭梨県

⼾⽥ 孝⼦ ⼭梨⼤学医学部⼩児科 ⼭梨県

⻑⾕部 洋平 ⼭梨県⽴中央病院 ⼭梨県

池⽥ 頌⼦ ⼭梨⼤学医学部附属病院 ⼭梨県

奥⽥ 靖彦 ⼭梨⼤学医学部地域周産期等医療学講座 ⼭梨県

笠井 真祐⼦ ⼭梨県⽴中央病院産科 ⼭梨県

武井 ⻩太 ⻑野県⽴こども病院循環器⼩児科 ⻑野県

⾼⽊ 紀美代 ⻑野県⽴こども病院産科 ⻑野県

瀧聞 浄宏 ⻑野県⽴こども病院循環器⼩児科 ⻑野県

安河内 聰 ⻑野県⽴こども病院循環器科 ⻑野県

寺尾 美代⼦ ⻑野県⽴こども病院 ⻑野県

寺澤 厚志 岐⾩県総合医療センター 岐⾩県

岩垣 重紀 地⽅独⽴⾏政法⼈岐⾩県総合医療センター 岐⾩県

太⽥ 宇哉 ⼤垣市⺠病院第２⼩児科 岐⾩県



⾦⼦ 幸栄 聖隷浜松病院⼩児循環器科 静岡県

井上 奈緒 聖隷浜松病院⼩児循環器科 静岡県

満下 紀恵 静岡県⽴こども病院循環器科 静岡県

浅沼 賀洋 静岡県⽴こども病院 静岡県

新居 正基 静岡県⽴こども病院循環器科 静岡県

⼤橋 直樹 ＪＣＨＯ中京病院中京こどもハートセンター⼩児循環器科 愛知県

横⼭ 岳彦 名古屋第⼆⾚⼗字病院⼩児科 愛知県

鈴⽊ ⼀孝 名古屋市⽴⼤学病院⼩児科 愛知県

森⿐ 栄治 あいち⼩児保健医療総合センター新⽣児科 愛知県

⻄川 浩 ＪＣＨＯ中京病院⼩児循環器科 愛知県

三井 さやか 名古屋第⼀⾚⼗字病院⼩児科 愛知県

⽝飼 幸⼦ 名古屋第⼆⾚⼗字病院 愛知県

吉井 公浩 ＪＣＨＯ中京病院中京こどもハートセンター 愛知県

野坂 麗奈 名古屋記念病院 愛知県

⼤橋 啓之 三重⼤学医学部附属病院⼩児科 三重県

⼭⽥ ⼀貴 滋賀医科⼤学産科学婦⼈科学講座 滋賀県

⼩野 哲男 滋賀医科⼤学産婦⼈科 滋賀県

桂 ⼤輔 滋賀医科⼤学医学部附属病院 滋賀県

⽯河 顕⼦ 滋賀医科⼤学産科学婦⼈科学講座 滋賀県

所 伸介 滋賀医科⼤学医学部産科学婦⼈科学講座 滋賀県

⻑澤 真由美 宇治徳洲会病院⼩児科 京都府

菱⾕ 隆 京都府⽴医科⼤学付属病院⼩児科 京都府

中川 由美 京都府⽴医科⼤学⼩児科 京都府

⾺淵 亜希 京都府⽴医科⼤学付属病院産婦⼈科 京都府

松坂 優 京都⼤学医学部附属病院 京都府

三上 祐紀⼦ ⽇本バプテスト病院 京都府

原⽥ ⽂ ⽇本バプテスト病院 京都府

杉本 敦⼦ ⼤阪医科⼤学 ⼤阪府

永昜 洋⼦ ⼤阪医科⼤学附属病院 ⼤阪府

⽥中 智彦 堺市⽴総合医療センター⼩児科 ⼤阪府

稲村 昇 近畿⼤学医学部⼩児科 ⼤阪府

⿊嵜 健⼀ 国⽴循環器病研究センター病院⼩児循環器科 ⼤阪府

三宅 啓 みやけ⼩児科 ⼤阪府

⽯井 陽⼀郎 ⼤阪⺟⼦医療センター⼩児循環器科 ⼤阪府

鈴⽊ 裕介 医療法⼈稲⾵会鈴⽊医院 ⼤阪府

今岡 のり 近畿⼤学医学部附属病院 ⼤阪府

渡辺 健 ⽥附興⾵会医学研究所北野病院⼩児科 ⼤阪府

澤⽥ 雅美 国⽴循環器病研究センター ⼤阪府



松尾 久実代 ⼤阪⺟⼦医療センター⼩児循環器科 ⼤阪府

川崎 有希 ⼤阪市⽴総合医療センター⼩児循環器内科 ⼤阪府

村⼭ 結美 国⽴循環器病研究センター ⼤阪府

村上 洋介 ⼤阪市⽴総合医療センター⼩児循環器内科 ⼤阪府

⼩⽥中 豊 ⼤阪医科⼤学附属病院⼩児科 ⼤阪府

福⽥ 裕償 ふくだあやレディースクリニック ⼤阪府

塩野⼊ 規 国⽴循環器病研究センター周産期・婦⼈科 ⼤阪府

中村 ⾹絵 ⼤阪市⽴総合医療センター⼩児循環器内科 ⼤阪府

廣⽥ 篤史 国⽴循環器病研究センター ⼤阪府

藤本 ⼀途 国⽴循環器病研究センター ⼤阪府

江⾒ 美杉 ⼤阪⼤学附属病院⼩児科 ⼤阪府

岡⽥ 陽⼦ 国⽴循環器病研究センター ⼤阪府

中⻄ 篤史 国⽴循環器病研究センター病院 ⼤阪府

丸⼭ 和歌⼦ ⼤阪市⽴総合医療センター ⼤阪府

森 雅啓 ⼤阪⺟⼦医療センター⼩児循環器科 ⼤阪府

吉松 淳 国⽴研究開発法⼈国⽴循環器病研究センター産婦⼈科 ⼤阪府

平海 良美 神⼾市⽴⻄神⼾医療センター 兵庫県

⽯原 温⼦ 兵庫県⽴尼崎総合医療センター⼩児循環器内科 兵庫県

⼤⾨ 篤史 医療法⼈協和会第⼆協⽴病院 兵庫県

豊川 富⼦ 奈良県⽴医科⼤学附属病院総合周産期⺟⼦医療センター 奈良県

佐道 俊幸 奈良県総合医療センター 奈良県

市川 ⿇祐⼦ 奈良県⽴医科⼤学医学部附属病院 奈良県

中野 和俊 奈良県⽴医科⼤学産婦⼈科学教室 奈良県

熊⾕ 健 和歌⼭県⽴医科⼤学⼩児科 和歌⼭県

釣⾕ 充弘 花⼭ママクリニック 和歌⼭県

垣本 信幸 和歌⼭県⽴医科⼤学⼩児科 和歌⼭県

森藤 祐次 松江⾚⼗字病院⼩児科 島根県

近藤 ⿇⾐⼦ 岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬総合研究科⼩児医科学 岡⼭県

早⽥ 桂 岡⼭⼤学病院産科婦⼈科 岡⼭県

沖本 直輝 岡⼭医療センター 岡⼭県

江⼝ 武志 岡⼭⾚⼗字病院 岡⼭県

衛藤 英理⼦ 岡⼭⼤学病院産科婦⼈科 岡⼭県

⼤岡 尚実 岡⼭医療センター 岡⼭県

⾺場 健児 岡⼭⼤学⼩児科 岡⼭県

林 知宏 倉敷中央病院⼩児科 岡⼭県

⽚岡 功⼀ 広島市⽴病院機構広島市⽴広島市⺠病院⼩児科/循環器⼩児科 広島県

中川 直美 広島市⺠病院循環器⼩児科 広島県

関野 和 広島市⽴広島市⺠病院産科 広島県



河津 由紀⼦ 福⼭市⺠病院⼩児科 広島県

⽉原 悟 ⼭⼝⾚⼗字病院産婦⼈科 ⼭⼝県

加地 剛 徳島⼤学病院産婦⼈科 徳島県

寺⽥ ⼀也 国⽴病院機構四国こどもとおとなの医療センター⼩児科 ⾹川県

太⽥ 雅明 愛媛⼤学医学部附属病院周産⺟⼦センター 愛媛県

漢 伸彦 福岡市⽴こども病院胎児循環器科 福岡県

上妻 友隆 久留⽶⼤学産婦⼈科 福岡県

川上 剛史 地域医療機能推進機構九州病院産婦⼈科 福岡県

北代 祐三 福岡市⽴こども病院産婦⼈科 福岡県

前野 泰樹 聖マリア病院新⽣児科 福岡県

住江 正⼤ 福岡市⽴こども病院産科 福岡県

廣瀬 彰⼦ 久留⽶⼤学⼩児科 福岡県

寺町 陽三 久留⽶⼤学⼩児科 福岡県

吉兼 由佳⼦ 福岡⼤学医学部⼩児科 福岡県

佐藤 由佳 九州⼤学病院産婦⼈科 福岡県

永⽥ 弾 九州⼤学病院⼩児科 福岡県

⼩野 ひとみ 福岡市⽴こども病院 福岡県

杉⾕ 雄⼀郎 地域医療機能推進機構九州病院⼩児科 福岡県

中野 嵩⼤ 東野産婦⼈科 福岡県

⻄川 ⼩百合 嬉野医療センター⼩児科 佐賀県

藤崎 碧 宮崎⼤学医学部附属病院産科 宮崎県

新⾕ 光央 ⿅児島⼤学病院周産⺟⼦センター産科婦⼈科 ⿅児島県

太崎 友紀⼦ ⿅児島⼤学医学部産科婦⼈科学教室 ⿅児島県

島袋 篤哉 沖縄県⽴南部医療センター・こども医療センター 沖縄県

⼭下 薫 沖縄県⽴南部医療センター・こども医療センター 沖縄県


