
近畿地区　乳腺専門医一覧

梅田 朋子 大内 佳美 沖野 孝 加藤 誠 門谷 弥生
北村 美奈 木下 一夫 佐久山 陽 迫 裕孝 下妻 晃二郎
洲崎 聡 辻 和香子 冨田 香 中村 誠昌 森 毅
山内 智香子 吉村 了勇

石井 亘 糸井 尚子 稲垣 有希子 上原 正弘 大江 麻子
大江 信哉 大西 美重 小野 寿子 柏葉 匡寛 川上 定男
河口 浩介 川島 雅央 菅 典道 後藤 眞理子 阪口 晃一
坂田 晋吾 坂本 万里華 末次 弘実 鈴木 栄治 仙田 典子
荘子 万理 髙田 正泰 田口 哲也 多久和 晴子 竹内 恵
立入 誠司 田中 彰恵 田中 宏樹 戸井 雅和 富田 仁美
中務 克彦 名嘉山 一郎 仁尾 義則 西村 祥子 野原 丈裕
濵岡 亜紗子 福井 由紀子 藤田 佳史 藤原 郁也 本田 晶子
松方 絢美 松田 高幸 松谷 崇弘 松谷 泰男 松本 純明
水田 成彦 三瀬 圭一 森口 喜生 森田 翠 森本 雅美
安岡 利恵 山賀 郁 山﨑 誠二 李 哲柱

相原 智彦 青野 豊一 青松 直撥 赤木 謙三 浅野 有香
安座間 隆 安積 達也 阿部 元 有竹 賀子 碇 絢菜
井口 千景 池田 克実 池田 宜子 石川 哲郎 石原 沙江
泉井 綾香 磯野 小百合 稲尾 瞳子 稲治 英生 井上 共生
今西 清一 岩本 伸二 岩本 充彦 上田 さつき 遠藤 香代子
尾浦 正二 大城 智弥 大城 良太 大谷 陽子 大原 亜子
岡田 公美子 小川 佳成 沖代 格次 荻野 信夫 奥川 帆麻
小倉 信子 小田 直文 加々良 尚文 笠島 綾子 柏木 伸一郎
金泉 博文 神垣 俊二 河合 由紀 川口 佳奈子 川尻 成美
康 裕紀子 木川 雄一郎 岸本 昌浩 北田 昌之 橘髙 信義
木村 光誠 木村 綾 金 昇晋 河野 範男 古妻 康之
古妻 嘉一 小林 哲郎 小林 稔弘 菰池 佳史 佐藤 七夕子
佐藤 史顕 重岡 靖 芝 英一 柴田 伸弘 島津 研三
下田 雅史 下 登志朗 下村 淳 下山 京子 小路 徹二

滋賀県

京都府

大阪府



新﨑 亘 杉江 知治 杦本 卓司 住吉 一浩 草田 義昭
田内 幸枝 高島 勉 高橋 裕代 高原 祥子 高本 香
武田 力 竹田 靖 田中 覚 田中 優子 田中 義人
多根井 智紀 田渕 由希子 玉木 康博 丹治 芳郎 塚部 昌美
塚本 文音 綱島 亮 恒川 昭二 坪田 優 露木 茂
鄭 聖華 手塚 健志 寺沢 理沙 寺本 敦子 德田 由紀子
徳永 伸也 德本 真央 富永 修盛 豊田 泰弘 鳥 正幸
直居 靖人 中内 千暁 中嶋 啓雄 中谷 守一 仲田 文造
中山 貴寛 西尾 美奈子 西 敏夫 西村 重彦 新田 佳苗
新田 敏勝 野田 諭 野村 孝 原田 知明 平井 昭彦
平川 弘聖 藤岡 大也 藤澤 憲良 藤田 倫子 藤本 泰久
古川 順康 北條 茂幸 北條 敏也 本田 麻里子 前沢 早紀
増田 慎三 松井 早紀 丸山 尚美 水谷 麻紀子 水山 陽子
溝上 里保 道下 新太郎 三成 善光 箕畑 順也 三宅 智博
元村 和由 森崎 珠実 森島 宏隆 森 正夫 森本 卓
八十島 宏行 矢内 洋次 柳沢 哲 山片 重人 山口 正秀
大和 宗久 山村 順 山本 大悟 山本 仁 吉岡 節子
吉岡 倫代 吉田 哲也 吉田 秀行 吉留 克英 吉村 慶子
吉村 吾郎 吉本 有希子 米田 光里 梁 壽男 脇田 和幸
綿谷 正弘 渡部 智加 渡邉 法之 渡辺 理恵

安藤 孝人 石川 泰 石塚 真示 一ノ瀬 庸 稲留 遵一
今村 美智子 柄川 千代美 王 孔志 大島 一輝 大塚 翔子
岡 成光 岡本 明子 奥野 敏隆 小河 靖昌 木曾 末厘乃
木許 健生 國久 智成 高 利守 河野 誠之 国府 育央
小西 宗治 小西 豊 小林 一泰 先田 功 佐古田 洋子
清水 華子 諏訪 裕文 高尾 信太郎 高塚 雄一 谷野 裕一
田根 香織 千原 陽子 土屋 和彦 鶴原 知子 中口 和則
西野 雅行 野口 眞三郎 萩原 里香 橋本 隆 馬場 將至
広利 浩一 藤島 成 前川 陽子 松之木 愛香 松本 光史
松本 崇 松本 元 丸山 修一郎 三木 万由子 三嶋 千恵子
水田 誠 水本 紗千子 三瀬 昌宏 宮内 啓輔 宮川 義仁
宮下 勝 三好 康雄 三輪 教子 村瀬 慶子 柳井 亜矢子
柳川 雄大 山神 和彦 山元 奈穂 湯淺 壮司 結縁 幸子
渡辺 直樹 和田 康雄

兵庫県



今井 文 岡村 隆仁 加藤 達史 小林 豊樹 小山 拡史
佐多 律子 德川 奉樹 平尾 具子 細井 孝純 堀川 典子
松井 千里 光藤 悠子 山内 清明 山城 大泰 山本 克彦
湯川 真生

青石 裕香 梅村 定司 太田 文典 川路 万理 清井 めぐみ
粉川 庸三 櫻井 照久 鈴間 孝臣 玉置 剛司 鳥井 雅恵
内藤 古真 中村 理恵 西口 春香 畑 和仁 平井 慶充
宮坂 美和子 山邉 和生 芳林 浩史

和歌山県

奈良県
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