
中国・四国地区　乳腺専門医一

工藤 浩史 小寺 正人 角 賢一 田中 裕子 山口 由美
若原 誠

板倉 正幸 内田 尚孝 中島 裕一 橋本 幸直 原田 敦
曳野 肇 百留 美樹 村田 陽子 山本 伸子

秋山 一郎 石原 節子 伊波 茂道 今田 孝子 岩本 高行
臼井 由行 太田 裕介 岡崎 邦泰 河合 央 川崎 伸弘
工藤 由里絵 紅林 淳一 小池 良和 河内 麻里子 齋藤 亙
枝園 忠彦 惣田 麻衣 平 成人 高橋 侑子 髙間 雄大
田中 克浩 辻 尚志 土井原 博義 中島 一毅 西山 宜孝
野上 智弘 野村 長久 原 享子 松岡 順治 溝尾 妙子
村上 茂樹 村嶋 信尚 元木 崇之 山口 和盛 山本 裕
吉川 和明 吉富 誠二

秋本 悦志 池田 雅彦 石井 辰明 板垣 友子 伊藤 充矢
宇田 憲司 恵美 純子 大谷 彰一郎 大原 正裕 尾崎 慎治
香川 直樹 梶谷 桂子 片岡 健 角舎 学行 川崎 賢祐
川野 亮 川渕 義治 金 隆史 久保 慎一郎 厚井 裕三子
郷田 紀子 笹田 伸介 佐々田 達成 椎木 滋雄 重松 英朗
高橋 寛敏 筒井 信一 長野 晃子 野間 翠 檜垣 健二
平岡 恵美子 平田 泰三 藤井 清香 船越 真人 舛本 法生
宮本 和明 三好 和也 安井 大介 矢野 健太郎 山下 哲正
山本 真理 吉山 知幸

荒田 尚 岩村 道憲 久保 秀文 佐藤 陽子 爲佐 路子
長島 由紀子 深光 岳 藤井 雅和 前田 訓子 松並 展輝
山本 滋 横畑 和紀

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県



井上 寛章 川中 妙子 駒木 幹正 笹 三徳 高橋 雅子

田中 隆 丹黒 章 西庄 文 日野 直樹 三木 仁司

新井 貴士 何森 亜由美 小笠原 豊 久保 雅俊 紺谷 桂一
白岩 美咲 武部 晃司 中川 美砂子 法村 尚子 水藤 晶子
村岡 篤

青儀 健二郎 井上 博道 梅岡 達生 大住 省三 岡田 憲三
亀井 義明 川口 英俊 清藤 佐知子 小坂 泰二郎 佐川 庸
高嶋 成輝 高橋 三奈 田口 加奈 武知 浩和 畑地 登志子
松岡 欣也 三好 雄一郎 村上 朱里 山下 美智子

安藝 史典 沖 豊和 杉本 健樹 高畠 大典 福山 充俊
藤島 則明 甫喜本 憲弘 本田 純子 山川 卓

徳島県

香川県

愛媛県

高知県
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