
九州地区　乳腺専門医一覧

秋吉 清百合 阿南 敬生 石川 幹真 石田 真弓 一本杉 聡
位藤 俊一 稲田 一雄 井上 譲 岩熊 伸高 上尾 裕紀
梅田 修洋 榎本 康子 及川 将弘 大城戸 政行 岡部 実奈
小川 尚洋 淡河 恵津世 甲斐 昌也 勝木 健文 金城 和寿
北山 輝彦 久保田 博文 久保 真 黒木 祥司 古賀 健一郎
古閑 知奈美 古賀 稔啓 崔 哲洵 齋村 道代 塩谷 聡子
渋田 健二 島田 和生 島 知江 白水 光紀 進藤 久和
末岡 憲子 宗﨑 正恵 髙橋 宏樹 髙橋 龍司 武谷 憲二
竹中 美貴 田嶋 裕子 田中 旬子 田中 千晶 田中 眞紀
田中 将也 田中 喜久 津福 達二 鶴留 洋輔 寺本 成一
唐 宇飛 徳永 えり子 轟木 秀一 中川 志乃 永田 好香
中房 祐司 中村 吉昭 西原 一善 西山 康之 野添 恵美子
野添 忠浩 野原 有起 久松 和史 久松 雄一 藤井 輝彦
藤光 律子 松尾 文恵 御鍵 寛孝 光山 昌珠 村上 聡一郎
山口 淳三 山口 博志 山口 美樹 山﨑 徹 山下 眞一
山下 奈真 山田 舞 横山 吾郎 吉永 康照 渡邉 良二

小池 健太 小原井 朋成 白羽根 健吾 田渕 正延 中村 淳
森内 博紀

石丸 恵子 稲益 英子 岩田 亨 大久保 仁 大坪 竜太
久芳 さやか 柴田 健一郎 渡海 由貴子 原 信介 前田 茂人
松本 恵 南 恵樹 森田 道 矢野 洋 山之内 孝彰

秋月 美和 指宿 睦子 岩瀬 弘敬 大塚 弘子 奥村 恭博
川添 輝 後藤 理沙 末田 愛子 田嶋 ルミ子 谷川 富夫
冨口 麻衣 中野 正啓 西村 純子 西村 令喜 蓮田 慶太郎
林 裕倫 村上 敬一 村上 聖一 山本 豊

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県



上尾 裕昭 尾崎 邦博 久保田 陽子 末廣 修治 武内 秀也
田代 英哉 田中 仁寛 田中 文明 永松 敏子 福永 真理
藤吉 健児 増野 浩二郎 増田 隆明 三島 麻衣 矢原 敏郎

池田 奈央子 植田 雄一 大友 直樹 齋藤 智和 土屋 和代
冨永 洋平 船ヶ山 まゆみ 牧野 裕子 松 敬文 四元 大輔

有村 俊寛 ウェレット 朋代 大山 宗士 大脇 哲洋 上村 万里
國仲 弘一 相良 安昭 佐藤 睦 新田 吉陽 玉田 修吾
馬場 信一 藤木 義敬 吉中 平次 雷 哲明

阿部 典恵 上原 協 小野 亮子 蔵下 要 座波 久光
玉城 研太朗 長嶺 信治 比嘉 国基 宮国 孝男 宮里 恵子
宮良 球一郎 村山 茂美

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

大分県
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