
中部地区　乳腺専門医一覧

江嵐 充治 尾山 佳永子 島多 勝夫 棚田 安子 野﨑 善成
福島 亘 前田 基一 松井 恒志 吉川 朱実

石井 要 石川 聡子 井口 雅史 金子 真美 川島 博子
北原 智美 佐藤 礼子 野口 昌邦 野口 美樹 横山 浩一
吉野 裕司

伊藤 朋子 大田 浩司 笠原 善郎 加藤 久美子 木村 雅代
嶋田 俊之 田中 文恵 前田 浩幸 山道 昇 横井 繁周
吉田 誠

飯塚 恒 井上 慎吾 井上 正行 大森 征人 中込 博
中田 晴夏 中山 裕子 松田 啓 丸山 孝教

家里 明日美 石毛 広雪 伊藤 研一 伊藤 勅子 大野 晃一
大場 崇旦 岡田 敏宏 小野 真由 春日 好雄 金井 敏晴
唐木 芳昭 小池 綏男 小松 哲 小松 誠 小山 洋
篠原 剛 清水 忠博 新宮 聖士 高木 洋行 中島 弘樹
中山 俊 西村 秀紀 橋都 透子 浜 善久 藤森 実
前野 一真 望月 靖弘 山口 敏之

浅野 雅嘉 浅野 好美 安部 まこと 井川 愛子 石原 和浩
大野 元嗣 小木曽 敦子 亀井 桂太郎 川口 順敬 坂下 文夫
関谷 正徳 髙橋 治海 竹内 賢 長尾 育子 中田 琢巳
名和 正人 西尾 公利 花立 史香 二村 学 細野 芳樹
堀場 隆雄 間瀬 隆弘 森川 あけみ 森光 華澄 森 龍太郎

岐阜県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県



浅井 はるか 伊藤 靖 植松 孝悦 荻野 和功 小倉 廣之
金澤 真作 神﨑 正夫 木村 正幸 清野 徳彦 小泉 圭
佐塚 哲太郎 鈴木 英絵 鈴木 やすよ 須田 嵩 諏訪 香
高橋 かおる 瀧 由美子 田所 由紀子 田中 顕一郎 常泉 道子
杤久保 順平 中上 和彦 中島 一彰 永原 誠 西前 香寿
西村 誠一郎 長谷川 聡 速水 亮介 細川 優子 前田 賢人
松沼 亮一 宮部 理香 森 克昭 森 菜採子 山田 和成
吉川 三緒 吉田 雅行 米沢 圭

赤羽 和久 安立 弥生 雨宮 剛 安藤 由明 石黒 清介
石黒 淳子 一森 敏弘 伊藤 和子 伊藤 由加志 井戸田 愛
稲石 貴弘 今井 常夫 岩瀬 拓士 岩瀬 まどか 岩田 広治
内海 俊明 遠藤 登喜子 遠藤 友美 大岩 幹直 大久保 雄一郎
大西 英二 大西 桜 大浜 寿博 雄谷 慎吾 岡田 明子
岡南 裕子 岡本 喜一郎 小川 明男 小川 弘俊 尾崎 友理
雄谷 純子 片岡 愛弓 加藤 克己 柄松 章司 川口 暢子
川瀬 麻衣 菊森 豊根 喜島 祐子 木村 桂子 窪田 智行
久留宮 康浩 高阪 絢子 小谷 はるる 後藤 康友 小林 尚美
小林 宏暢 近藤 直人 佐藤 成憲 佐藤 康幸 澤木 正孝
柴田 有宏 柴田 雅央 杉浦 博士 杉野 香世子 鈴木 和志
鈴木 瞳 須田 波子 高野 悠子 髙橋 優子 竹内 透
谷口 真弓 角田 伸行 遠山 竜也 飛永 純一 内藤 明広
中野 正吾 西川 美紀子 丹羽 多恵 野田 純代 服部 正也
波戸 ゆかり 林 孝子 久田 知可 平田 宗嗣 藤井 公人
藤井 正宏 藤澤 稔 藤田 崇史 不破 嘉崇 松尾 康治
三田 圭子 村田 透 村田 嘉彦 毛利 有佳子 森田 孝子
森 万希子 山内 康平 山口 悟 山﨑 由紀子 山下 純一
横井 一樹 吉原 基 吉村 章代 吉本 信保

石飛 真人 伊藤 みのり 岩田 真 小川 朋子 柏倉 由実
木本 真緒 小西 尚巳 重盛 千香 澁澤 麻衣 中村 卓
野呂 綾 花村 典子 松本 英一 水野 豊 毛利 智美
山下 雅子

静岡県

愛知県

三重県
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