
都道府県 施設名 認定研修施設番号

北海道 旭川医科大学病院 n11-A-001

北海道 北海道大学病院 n11-A-002

北海道 医療法人社団　神谷レディースクリニック n11-A-089

北海道 札幌医科大学附属病院 n11-A-091

北海道 NTT東日本札幌病院 n12-A-110

北海道 JA北海道厚生連　札幌厚生病院 n13-A-146

北海道 手稲渓仁会病院 n14-A-169

青森県 弘前大学医学部附属病院 n11-B-092

岩手県 岩手医科大学附属内丸メディカルセンター n22-B-302

宮城県 医療法人社団スズキ病院スズキ記念病院 n11-B-003

宮城県 東北大学病院 n11-B-004

宮城県 仙台ARTクリニック n11-B-005

宮城県 医療法人社団レディースクリニック京野　京野アートクリニック仙台 n11-B-094

秋田県 秋田大学医学部附属病院 n11-B-093

山形県 医療法人社団ゆめクリニック n16-B-209

山形県 山形大学医学部附属病院 n17-B-231

福島県 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 n11-B-095

茨城県 一般財団法人筑波麓仁会　筑波学園病院 n11-C-041

茨城県 筑波大学附属病院 n17-C-236

茨城県 医療法人小塙医院　つくばARTクリニック n20-C-272

茨城県 おおぬきARTクリニック水戸 n21-C-288

栃木県 自治医科大学附属病院 n11-C-040

栃木県 国際医療福祉大学病院 n12-C-127

栃木県 医療法人三秀会中央クリニック n14-C-187

群馬県 医療法人舘出張佐藤会　高崎ARTクリニック n11-C-038

群馬県 群馬大学医学部附属病院 n11-C-039

群馬県 独立行政法人地域医療機能推進機構　群馬中央病院 n12-C-126

群馬県 セキールレディースクリニック n14-C-186

群馬県 医療法人愛弘会横田マタニティーホスピタル n18-C-249

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター n11-C-030

埼玉県 埼玉医科大学病院 n11-C-031

埼玉県 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター n11-C-098

埼玉県 恵愛生殖医療医院 n12-C-122

埼玉県 医療法人慈正会　丸山記念総合病院 n14-C-184

埼玉県 医療法人慶育会セントウィメンズクリニック n16-C-210

埼玉県 医療法人地塩会　大宮レディスクリニック n18-C-250

埼玉県 医療法人夢乃樹会　ウィメンズクリニック　ふじみ野 n20-C-278

千葉県 千葉大学医学部附属病院 n11-C-033

千葉県 東京歯科大学市川総合病院 n11-C-034

千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 n11-C-035

千葉県 中野レディースクリニック n12-C-124

千葉県 帝京大学ちば総合医療センター n13-C-155

千葉県 医療法人社団緑萌会高橋ウイメンズクリニック n14-C-185

千葉県 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 n16-C-212

千葉県 くぼのやIVFクリニック n17-C-235

千葉県 おおたかの森ARTクリニック n21-C-287

千葉県 医療法人鉄蕉会　亀田IVFクリニック幕張 n21-C-289

千葉県 みやけウィメンズクリニック n21-C-293

千葉県 国際医療福祉大学成田病院 n22-C-303

千葉県 順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院 n22-C-304

東京都 医療法人財団小畑会浜田病院 n11-C-009
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都道府県 施設名 認定研修施設番号

東京都 加藤レディスクリニック n11-C-011

東京都 木場公園クリニック n11-C-012

東京都 慶應義塾大学病院 n11-C-013

東京都 国立研究開発法人　国立成育医療研究センター n11-C-014

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 n11-C-015

東京都 聖路加国際病院 n11-C-017

東京都 東京医科歯科大学病院 n11-C-018

東京都 東京医科大学病院 n11-C-019

東京都 東京大学医学部附属病院 n11-C-021

東京都 東邦大学医療センター大森病院 n11-C-022

東京都 医療法人愛慈会松本レディースクリニック n11-C-023

東京都 ファティリティクリニック東京 n11-C-096

東京都 医療法人社団栄賢会　梅ヶ丘産婦人科 n11-C-097

東京都 医療法人財団順和会　山王病院 n12-C-111

東京都 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 n12-C-114

東京都 五の橋レディスクリニック n12-C-115

東京都 帝京大学医学部附属病院 n12-C-116

東京都 日本医科大学付属病院 n12-C-117

東京都 医療法人社団レニア会ウイメンズ・クリニック大泉学園 n13-C-147

東京都 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院 n13-C-149

東京都 医療法人社団アート会キネマアートクリニック n14-C-170

東京都 池袋えざきレディースクリニック n14-C-171

東京都 医療法人社団ひとみ会臼井医院 n14-C-174

東京都 京野アートクリニック高輪 n14-C-175

東京都 幸町IVFクリニック n14-C-176

東京都 医療法人社団神徳会　芝公園かみやまクリニック n14-C-178

東京都 医療法人社団永遠幸　新橋夢クリニック n14-C-179

東京都 みむろウィメンズクリニック n14-C-180

東京都 社会福祉法人三井記念病院 n15-C-202

東京都 うすだレディースクリニック n16-C-213

東京都 昭和大学病院 n16-C-214

東京都 Shinjuku　ART Clinic n16-C-215

東京都 東京女子医科大学病院 n17-C-237

東京都 田園都市レディースクリニック二子玉川 n18-C-251

東京都 医療法人社団雙葉会　はなおかIVFクリニック品川 n18-C-252

東京都 医療法人社団　楠原ウィメンズクリニック n18-C-253

東京都 厚生中央病院 n18-C-254

東京都 慶愛クリニック n19-C-256

東京都 武蔵境いわもと婦人科クリニック n19-C-263

東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 n19-C-267

東京都 秋葉原ARTClinic n20-C-281

東京都 リプロダクションクリニック東京 n20-C-282

東京都 日暮里レディースクリニック n20-C-283

東京都 赤坂見附宮崎産婦人科 n21-C-284

東京都 浅田レディース品川クリニック n21-C-285

東京都 医療法人オーク会　オーク銀座レディースクリニック n21-C-286

東京都 医療法人社団杉四会　杉山産婦人科　丸の内 n21-C-291

東京都 六本木レディースクリニック n21-C-294

東京都 ウィメンズクリニック神野 n22-C-305

東京都 医療法人財団　荻窪病院 n22-C-306

東京都 杉山産婦人科　新宿 n22-C-307

東京都 東京衛生アドベンチスト病院附属めぐみクリニック n22-C-308

東京都 医療法人社団永遠幸　Natural ART Clinic日本橋 n22-C-309



都道府県 施設名 認定研修施設番号

東京都 医療法人社団暁慶会　はらメディカルクリニック n22-C-310

東京都 医療法人社団鳳凰会フェニックスアートクリニック n22-C-311

東京都 医療法人社団輝翠会　峯レディースクリニック n22-C-312

東京都 ローズレディースクリニック n22-C-313

神奈川県 神奈川レディースクリニック n11-C-025

神奈川県 帝京大学医学部附属溝口病院 n11-C-027

神奈川県 公立大学法人　横浜市立大学附属　市民総合医療センター n11-C-028

神奈川県 医療法人社団守巧会　矢内原ウィメンズクリニック n12-C-118

神奈川県 ソフィア　レディス　クリニック n12-C-120

神奈川県 東海大学医学部付属病院 n12-C-121

神奈川県 医療法人社団寿幸会田園都市レディースクリニック n13-C-152

神奈川県 医療法人社団　煌の会山下湘南夢クリニック n13-C-153

神奈川県 メディカルパーク湘南 n13-C-154

神奈川県 大船中央病院 n14-C-181

神奈川県 新百合ヶ丘総合病院 n14-C-182

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 n14-C-183

神奈川県 恩賜財団済生会横浜市東部病院 n15-C-201

神奈川県 海老名レディースクリニック n17-C-233

神奈川県 みなとみらい夢クリニック n19-C-257

神奈川県 神奈川ＡＲＴクリニック n19-C-261

神奈川県 北里大学病院 n20-C-280

神奈川県 CMポートクリニック n21-C-290

新潟県 済生会新潟病院 n11-C-036

新潟県 新潟大学医歯学総合病院 n11-C-037

新潟県 医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 n19-C-265

山梨県 山梨大学医学部附属病院 n12-C-125

山梨県 甲府昭和婦人クリニック n16-C-217

長野県 長野赤十字病院 n13-D-156

長野県 医療法人佐久平リプロダクションセンター　佐久平エンゼルクリニック n17-D-238

長野県 信州大学医学部附属病院 n17-D-240

長野県 長野市民病院 n22-D-314

岐阜県 医療法人社団愛育会クリニックママ n11-D-042

岐阜県 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 n11-D-043

岐阜県 おおのレディースクリニック n13-D-157

岐阜県 中西ウィメンズクリニック n15-D-203

岐阜県 医療法人セントポーリア　操レディスホスピタル n16-D-218

静岡県 医療法人社団啓樹会西村ウイメンズクリニック n11-D-051

静岡県 医療法人社団俵IVFクリニック n13-D-159

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 n14-D-190

静岡県 総合病院　聖隷浜松病院 n16-D-220

静岡県 いながきレディースクリニック n22-D-315

愛知県 医療法人成田育成会成田産婦人科 n11-D-045

愛知県 豊橋市民病院 n11-D-046

愛知県 名古屋市立大学病院 n11-D-047

愛知県 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 n11-D-048

愛知県 名古屋大学医学部附属病院 n11-D-049

愛知県 藤田医科大学病院 n11-D-050

愛知県 浅田レディース名古屋駅前クリニック n11-D-099

愛知県 森脇レディースクリニック n12-D-129

愛知県 トヨタ記念病院 n13-D-158

愛知県 さわだウィメンズクリニック n14-D-189

愛知県 おち夢クリニック名古屋 n16-D-221

愛知県 ロイヤルベルクリニック n16-D-222
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愛知県 グリーンベルARTクリニック n17-D-239

愛知県 浅田レディース勝川クリニック n18-D-247

愛知県 ARTクリニックみらい n19-D-262

愛知県 ダイヤビルレディースクリニック n21-D-295

愛知県 岡崎市民病院 n22-D-316

愛知県 金山レディースクリニック n22-D-317

三重県 恩賜財団済生会松阪総合病院 n11-D-055

三重県 医療法人西山産婦人科 n13-D-160

三重県 三重大学医学部附属病院 n17-D-242

富山県 富山大学附属病院 n13-E-161

石川県 金沢大学附属病院 n11-E-056

石川県 医療法人社団康仁会金沢たまごクリニック n21-E-296

福井県 福井大学医学部附属病院 n12-E-130

福井県 西ウイミンズクリニック n22-E-319

滋賀県 医療法人竹林ウィメンズクリニック n11-F-057

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 n11-F-058

滋賀県 医療法人桂川レディースクリニック n19-F-259

滋賀県 草津レディースクリニック n20-F-276

滋賀県 木下レディースクリニック n22-F-320

京都府 醍醐渡辺クリニック n11-F-059

京都府 京都大学医学部附属病院 n11-F-100

京都府 京都府立医科大学附属病院 n12-F-131

京都府 医療法人財団今井会足立病院 n14-F-192

京都府 医療法人倖生会　身原病院 n21-F-299

大阪府 医療法人愛生会　扇町ARTレディースクリニック n11-F-060

大阪府 医療法人一樹会大阪NewARTクリニック n11-F-061

大阪府 医療法人越田クリニック n11-F-062

大阪府 大阪大学医学部附属病院 n11-F-063

大阪府 関西医科大学附属病院 n11-F-064

大阪府 医療法人三慧会IVF大阪クリニック n11-F-101

大阪府 医療法人三慧会IVFなんばクリニック n11-F-102

大阪府 医療法人オーク会　オーク住吉産婦人科 n12-F-132

大阪府 医療法人定生会谷口病院 n12-F-133

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪急性期・総合医療センター n12-F-135

大阪府 社会医療法人生長会　府中のぞみクリニック n12-F-136

大阪府 なかむらレディースクリニック n13-F-162

大阪府 医療法人後藤レディースクリニック n14-F-193

大阪府 医療法人聖誕会うめだファティリティー クリニック n14-F-194

大阪府 医療法人リプロダクションクリニック　リプロダクションクリニック大阪 n14-F-195

大阪府 医療法人紀映会レディースクリニック北浜 n14-F-196

大阪府 園田桃代ARTクリニック n15-F-204

大阪府 医療法人西恵会西川婦人科内科クリニック n15-F-205

大阪府 大阪市立大学医学部附属病院 n16-F-224

大阪府 医療法人昴会　岡本クリニック n16-F-225

大阪府 医療法人正育会　春木レディースクリニック n16-F-226

大阪府 医療法人三慧会　HORAC グランフロント大阪クリニック n18-F-255

大阪府 独立行政法人　地域医療機能推進機構　大阪病院 n19-F-258

大阪府 医療法人　いしかわクリニック n19-F-260

大阪府 大阪医科薬科大学病院 n19-F-269

大阪府 医療法人警和会　大阪警察病院 n20-F-279

大阪府 天の川レディースクリニック n21-F-297

大阪府 ひらかたARTクリニック n21-F-298

大阪府 近畿大学病院 n22-F-321
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大阪府 住友病院 n22-F-322

大阪府 医療法人　脇本産婦人科 n22-F-323

兵庫県 医療法人社団　徐クリニック n11-F-065

兵庫県 医療法人社団英ウィメンズクリニック n11-F-066

兵庫県 神戸大学医学部附属病院 n11-F-067

兵庫県 兵庫医科大学病院 n12-F-137

兵庫県 神戸元町夢クリニック n13-F-163

兵庫県 医療法人協和会　協立病院 n17-F-243

兵庫県 山下レディースクリニック n17-F-244

兵庫県 中林産婦人科クリニック n19-F-268

兵庫県 オガタファミリークリニック n20-F-277

奈良県 医療法人明日香会　ASKAレディースクリニック n22-F-324

和歌山県 うつのみやレディースクリニック n15-F-206

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 n11-G-069

鳥取県 ミオ・ファティリティ・クリニック n13-G-164

鳥取県 鳥取県立中央病院 n22-G-325

島根県 島根大学医学部附属病院 n11-G-068

島根県 島根県立中央病院 n13-G-165

島根県 八重垣レディースクリニック n16-G-227

岡山県 医療法人社団　岡山二人クリニック n11-G-070

岡山県 岡山大学病院 n11-G-071

岡山県 川崎医科大学附属病院 n11-G-072

岡山県 医療法人宝生会　名越産婦人科 n12-G-138

岡山県 三宅医院 n12-G-139

岡山県 公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院 n16-G-228

広島県 絹谷産婦人科 n11-G-073

広島県 県立広島病院 n11-G-074

広島県 広島HARTクリニック n11-G-105

広島県 よしだレディースクリニック内科・小児科 n11-G-106

広島県 ＩＶＦクリニックひろしま n20-G-275

山口県 山口県立総合医療センター n12-G-140

山口県 山口大学医学部附属病院 n13-G-166

山口県 新山口こうのとりクリニック n20-G-274

山口県 独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO)　徳山中央病院 n21-G-300

徳島県 徳島大学病院 n11-G-076

徳島県 中山産婦人科 n14-G-198

香川県 医療法人社団厚仁会　厚仁病院 n11-G-075

愛媛県 医療法人矢野産婦人科 n11-G-078

愛媛県 医療法人　福井ウィメンズクリニック n12-G-141

愛媛県 医療法人ヒューマンリプロダクション　つばきウイメンズクリニック n19-G-270

高知県 高知大学医学部附属病院 n11-G-077

高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター n14-G-199

高知県 レディスクリニック　コスモス n14-G-200

福岡県 医療法人蔵本ウイメンズクリニック n11-H-079

福岡県 医療法人社団高邦会高木病院 n11-H-080

福岡県 セントマザー産婦人科医院 n11-H-107

福岡県 医療法人アイブイエフ詠田クリニック n11-H-108

福岡県 福岡山王病院 n12-H-143

福岡県 九州大学病院 n18-H-248

福岡県 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 n19-H-271

福岡県 医療法人　井上善レディースクリニック n20-H-273

福岡県 久留米大学病院 n22-H-326

長崎県 国立大学法人長崎大学病院 n11-H-088



都道府県 施設名 認定研修施設番号

長崎県 医療法人ART岡本ウーマンズクリニック n11-H-109

熊本県 医療法人聖命愛会ART女性クリニック n11-H-084

熊本県 熊本大学病院 n11-H-085

熊本県 医療法人社団ソフィア愛育会ソフィアレディースクリニック水道町 n15-H-208

熊本県 医療法人社団愛育会　福田病院 n21-H-301

熊本県 熊本市立　熊本市民病院 n22-H-327

大分県 大分大学医学部附属病院 n11-H-082

大分県 セント・ルカ産婦人科 n11-H-083

宮崎県 医療法人社団宮崎エー・アール・ティーARTレディスクリニックやまうち n19-H-266

宮崎県 ゆげレディースクリニック n22-H-328

鹿児島県 医療法人仁知会　竹内レディースクリニック n11-H-086

鹿児島県 鹿児島大学病院 n11-H-087

鹿児島県 松田ウイメンズクリニック n18-H-246

沖縄県 医療法人杏月会空の森クリニック n12-H-145

沖縄県 社会医療法人友愛会友愛医療センター n13-H-167

沖縄県 琉球大学医学部附属病院 n13-H-168

沖縄県 医療法人がじまるの会ウィメンズクリニック糸数 n19-H-264

2011年度認定 91施設

2012年度認定 28施設

2013年度認定 20施設

2014年度認定 26施設

2015年度認定 7施設

2016年度認定 16施設

2017年度認定 11施設

2018年度認定 10施設

2019年度認定 16施設

2020年度認定 12施設

2021年度認定 17施設

2022年度認定 26施設

合計　280施設


