
2018年度 日本産科婦人科遺伝診療学会認定（周産期） 

 

愛甲 悠希代 青柳 有紀子 浅田 佳代 浅野 正太 網本 頌子 

安藤 智子 飯塚 崇 家村 和千代 石川 哲也 石丸 美保 

和泉 春奈 伊田 昌功 井田 憲蔵 市田 知之 井上 治 

井上 朋子 井上 慶子 岩佐 尚美 岩崎 真也 上田 大介 

上野 麻理子 上村 哲    宇津宮 隆史 楳木 美智子 梅村 なほみ 

太田 創    大八木 知史 岡本 哲 岡本 純英 小川 達之 

沖村 浩之   奥野 健太郎 尾崎 美華 小野 政徳 笠井 絢子 

笠原 慶充   加藤 三典 鎌田 麻由美 鎌田 美佳 上塘 正人 

神山 洋    川田 淑子 川村 明緒 岸上 靖幸 北岡 由衣 

北野 理絵   紀平 力 清水 美代 倉橋 克典 古賀 文敏 

後藤 麻木   近藤 裕子 酒井 理恵 佐川 麻衣子 佐々木 拓幸 

佐藤 加奈   佐藤 昌司 佐藤 紀子 佐藤 ひとみ 佐藤 雄一 

佐野 陽子   佐原 友妃子 芝田 恵 末光 徳匡 末盛 友浩 

菅 幸恵    菅谷 健 杉森 弥生 鈴木 靜夫 鈴木 秀文 

祖川 英至   高田 雅代 竹村 真紀 竹森 聖 田島 里奈 

多田 佳宏   楯 浩行 田中 和東 田中 智子 谷岡 沙紀 

谷口 武    玉村 千代 田村 圭浩 俵 史子 土谷 美和 

津村 圭介   中西 貴子 長橋 ことみ 永光 雄造 中村 浩美 

中村 学    二井 理文 新村 朋美 西尾 幸浩 西川 和代 

西川 裕子   橋本 和法 早坂 直 林 隆  林 奈央 

林 雅美    原 枝美子 引場 真理 平吹 信弥 福井 温 

福士 義将   福田 潤一郎 福田 裕償 福本 俊 藤田 智之 

藤本 佳克   古井 憲司 古橋 芙美 古屋 智 古山 生美 

別宮 史朗   星野 裕子 細野 隆 本多 啓輔 前田 和則 

前田 信彦   前山 哲朗 牧野 郁子 松井 尚彦 松江 陽一 

松尾 精記   松本 有紀 松本 佳也 松本 玲央奈 松谷 紀子 

松山 聖    真里谷 奨 三枝 資枝 三沢 昭彦 三島 隆 

水谷 靖司   南谷 智之 峰岸 一宏 三村 暢子 三宅 貴仁 

宮﨑 典子   宮本 侑子 向井 百合香 村上 亨 村川 裕子 

村越 誉 村林 奈緒   望月 修 森 敏之 森川 重彦 

森山 佳則 安井 理    安田 立子 山岸 葉子 山下 和哉 

山添 紗恵子 山村 省吾   横田 英巳 横山 玲子 吉田 茂樹 

吉田 祐司 芳野 春生   和田 美智子 

        163名 五十音順 


