
秋山　太 関東 がん研究会がん研究所 荒川　敦 関東 順天堂大学

太田　智彦 関東 聖マリアンナ医科大学 小山　徹也 関東 群馬大学大学院

小塚　祐司 中部 三重大学医学部附属病院 坂谷　貴司 関東 日本医科大学付属病院

笹野　公伸 東北 東北大学大学院 医学系研究科 津田　均 関東 防衛医科大学校医学教育部

林　慎一 東北 東北大学大学院 医学系研究科 飛田　陽 九州 鹿児島大学 大学院 医歯学総合研究科

堀井　理絵 関東 がん研究会有明病院 本間　尚子 関東 東邦大学医学部

前田　一郎 関東 聖マリアンナ医科大学 増田　しのぶ 関東 日本大学医学部 病態病理学系

三木　義男 関東 東京医科歯科大学 森谷　卓也 中国・四国 川崎医科大学

山口　倫 九州 久留米大学医学部附属医療センター 吉田　正行 関東 国立がん研究センター中央病院

相原　智彦 近畿 相原病院 青儀　健二郎 中国・四国 国立病院機構 四国がんセンター

赤木　謙三 近畿 市立豊中病院 明石　定子 関東 昭和大学

赤羽　和久 中部 赤羽乳腺クリニック 安藝　史典 中国・四国 伊藤外科乳腺クリニック

麻賀　創太 関東 国立がん研究センター中央病院 阿南　敬生 九州 北九州市立医療センター

阿部　宣子 東北 福島県立医科大学医学部 阿部　元 近畿 ベルランド総合病院

甘利　正和 東北 東北公済病院 乳腺外科 雨宮　剛 中部 安城更生病院

有賀　智之 関東 東京都立駒込病院 外科 安藤　二郎 関東 栃木県立がんセンター

飯島　耕太郎 関東 順天堂大学医学部附属順天堂医院 池田　克実 近畿 大阪市立総合医療センター

池田　雅彦 中国・四国 福山市民病院 石川　孝 関東 東京医科大学

石川　哲郎 近畿 市立柏原病院 石田　孝宣 東北 東北大学大学院医学系研究科　外科病態学講座

石飛　真人 近畿 大阪国際がんセンター 石原　和浩 中部 岐北厚生病院

板倉　正幸 中国・四国 島根大学医学部附属病院 伊藤　亜樹 東北 秋田赤十字病院

位藤　俊一 近畿 りんくう総合医療センター 稲荷　均 関東 がん研有明病院

井上　慎吾 中部 山梨大学医学部 井上　正行 中部 山梨県立中央病院

井口　雅史 中部 金沢大学大学院 医学系研究科 今井　史郎 近畿 乳腺外科　仁尾クリニック

今村　美智子 近畿 兵庫医科大学病院 井本　滋 関東 杏林大学医学部付属病院

岩熊　伸高 九州 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター 岩瀬　拓士 関東 がん研究会有明病院

岩瀬　弘敬 九州 熊本大学大学院 生命科学研究部 岩田　広治 中部 愛知県がんセンター中央病院

岩本　充彦 近畿 大阪医科大学附属病院 上野　貴之 関東 がん研究会有明病院

内海　俊明 中部 藤田保健衛生大学 梅田　修洋 九州 JCHO九州病院

梅田　朋子 近畿 独立行政法人地域医療推進機構　滋賀病院 柄川　千代美 近畿 関西労災病院

榎本　克久 関東 日本大学医学部附属板橋病院 大川　由美 北海道 市立札幌病院

大崎　昭彦 関東 埼玉医科大学 国際医療センター 大住　省三 中国・四国 国立病院機構 四国がんセンター

大竹　徹 東北 福島県立医科大学 大谷　彰一郎 中国・四国 広島市立広島市民病院

大地　哲也 関東 東京女子医科大学 大友　直樹 九州 県立宮崎病院

大貫　幸二 東北 岩手県立中央病院 大野　真司 関東 がん研究会有明病院

大平　雅一 近畿 大阪市立大学大学院 大村　東生 北海道 医療法人　東札幌病院

岡崎　亮 北海道 札幌乳腺外科クリニック 小笠原　豊 中国・四国 香川県立中央病院

岡田　明子 中部 常滑市民病院 緒方　秀昭 関東 東邦大学医療センター大森病院

岡田　守人 中国・四国 広島大学原爆放射線医科学研究所 岡本　康 関東 東邦大学医療センター大橋病院

小川　朋子 中部 三重大学医学部附属病院 小川　佳成 近畿 大阪市立総合医療センター

荻谷　朗子 関東 がん研究会有明病院乳腺センター 奥野　敏隆 近畿 神戸市立西神戸医療センター

小倉　廣之 中部 浜松医科大学 小野田　敏尚 関東 横浜旭中央総合病院

雄谷　純子 中部 総合上飯田第一病院 外科 甲斐　昌也 九州 九州大学病院

海瀬　博史 関東 東京医科大学茨城医療センター 加賀野井　純一中部 浜松労災病院

角川　陽一郎 東北 宮城県立がんセンター 笠川　隆玄 関東 千葉労災病院

笠原　善郎 中部 福井県済生会病院 柏葉　匡寛 九州 ブレストピア宮崎病院

片岡　明美 関東 がん研究有明病院 片岡　健 中国・四国 広島大学 大学院医歯薬保健学研究科

片方　直人 東北 公益財団法人 星総合病院 外科 片寄　喜久 東北 市立秋田総合病院

[基礎医学系]　18名

[外科]　307名

日本乳癌学会評議員　４０４名

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ ０ 日
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加藤　久美子 中部 福井県済生会病院 角舎　学行 中国・四国 広島大学原爆放射線医科学研究所

神尾　孝子 関東 東京女子医科大学 神尾　麻紀子 関東 東京慈恵会医科大学附属柏病院

河合　賢朗 東北 宮城県立がんセンター 河合　由紀 近畿 滋賀医科大学医学部附属病院

川口　英俊 中国・四国 松山赤十字病院 川島　太一 関東 聖隷佐倉市民病院

川瀬　和美 関東 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 川田　将也 北海道 斗南病院

川端　英孝 関東 虎の門病院 川本　久紀 関東 聖マリアンナ医科大学附属研究所 ブレスト

神林　智寿子 関東 新潟県立がんセンター新潟病院 菊森　豊根 中部 名古屋大学医学部附属病院

喜島　祐子 九州 鹿児島大学病院 北田　正博 北海道 旭川医科大学

木下　智樹 関東 東京慈恵会医科大学附属病院 木下　貴之 関東 国立がん研究センター中央病院

金　昇晋 近畿 大阪大学大学院医学系研究科 九冨　五郎 北海道 札幌医科大学附属病院

久芳　さやか 九州 長崎大学病院 久保　秀文 中国・四国 JCHO徳山中央病院

久保　真 九州 九州大学病院 窪田　智行 中部 総合上飯田第一病院

蔵下　要 九州 浦添総合病院 紅林　淳一 中国・四国 川崎医科大学

黒井　克昌 関東 荏原病院 黒木　祥司 九州 黒木クリニック

鯉淵　幸生 関東 国立病院機構 高崎総合医療ｾﾝﾀｰ 高阪　絢子 中部 愛知医科大学病院

小坂　愉賢 関東 北里大学医学部 小島　誠人 関東 獨協医科大学埼玉医療センター

小島　康幸 関東 聖マリアンナ医科大学病院 小谷　はるる 中部 愛知県がんセンタ－ 中央病院

小林　尚美 中部 藤田保健衛生大学病院 小松　英明 東北 岩手医科大学

菰池　佳史 近畿 近畿大学医学部附属病院 小山　拡史 近畿 市立奈良病院

小山　諭 関東 新潟大学大学院 紺谷　桂一 中国・四国 香川大学医学部

齊藤　光江 関東 順天堂大学医学部 齋村　道代 九州 北九州市立医療センター

佐伯　俊昭 関東 埼玉医科大学 国際医療センター 坂井　威彦 関東 がん研究会有明病院

阪口　晃一 近畿 京都府立医科大学 坂本　明子 関東 東京女子医科大学

相良　安昭 九州 相良病院 乳腺･甲状腺外科 佐川　庸 中国・四国 愛媛県立中央病院

櫻井　健一 関東 日本大学医学部附属板橋病院　乳腺内分泌外科 櫻井　孝志 関東 JCHO　埼玉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀ-

佐藤　隆宣 関東 東京都済生会中央病院 佐藤　友威 関東 新潟県立中央病院 外科

佐藤　信昭 関東 新潟県立がんセンター新潟病院 佐藤　史顕 近畿 京都大学医学部附属病院

澤木　正孝 中部 愛知県がんセンター中央病院 沢田　晃暢 関東 昭和大学病院 乳腺外科

枝園　忠彦 中国・四国 岡山大学病院 重松　英朗 中国・四国 呉医療センター中国がんセンター

地曵　典恵 関東 東京女子医科大学八千代医療ｾﾝﾀｰ 島　宏彰 北海道 札幌医科大学附属病院

島田　和生 九州 島田乳腺･外科クリニック 島津　研三 近畿 大阪大学医学部

清水　大輔 関東 横浜市立みなと赤十字病院 志茂　新 関東 聖マリアンナ医科大学外科学教室

神野　浩光 関東 帝京大学医学部 杉江　知治 近畿 関西医科大学附属病院

杉本　健樹 中国・四国 高知大学医学部附属病院 鈴木　明彦 東北 山形大学医学部附属病院

鈴木　昭彦 東北 東北医科薬科大学 鈴木　栄治 近畿 京都大学附属病院

鈴木　周平 関東 日本大学医学部付属板橋病院 鈴木　正人 関東 独立行政法人国立病院機構　千葉医療センタ－

鈴木　真彦 東北 北村山公立病院 鈴木　育宏 関東 東海大学医学部

首藤　昭彦 関東 聖マリアンナ医科大学附属研究所　ブレスト 諏訪　裕文 近畿 兵庫県立尼崎総合医療センター

仙石　紀彦 関東 北里大学病院 平　成人 中国・四国 岡山大学病院

高尾　信太郎 近畿 兵庫県立がんセンター 高嶋　成輝 中国・四国 国立病院機構 四国がんセンター

高島　勉 近畿 大阪市立大学大学院 医学研究科 髙田　正泰 近畿 京都大学医学部附属病院

高橋　かおる 中部 静岡県立静岡がんセンター 高橋　將人 北海道 国立病院機構北海道がんセンター

高畠　大典 中国・四国 高知医療センター 高原　祥子 近畿 北野病院ブレストセンター

髙山　伸 関東 国立がん研究センター中央病院 田口　哲也 近畿 京都府立医科大学大学院

武井　寛幸 関東 日本医科大学付属病院 武内　秀也 九州 大分大学医学部附属病院

武田　泰隆 関東 (公財)結核予防会 複十字病院 武山　浩 関東 東京慈恵会医科大学附属病院

多田　寛 東北 東北大学病院 館花　明彦 関東 公立学校共済 関東中央病院

田中　覚 近畿 国立病院機構　大阪南医療センター 田中　眞紀 九州 JCHO久留米総合病院

田辺　真彦 関東 東京大学医学部附属病院 谷　眞弓 関東 日本大学病院

谷野　裕一 近畿 神戸大学医学部附属病院 田部井　功 関東 東京慈恵会医科大学附属第三病院

玉城　研太朗 九州 那覇西クリニック 玉木　康博 近畿 大阪国際がんセンター

丹黒　章 中国・四国 徳島大学大学院医歯薬学研究部 千島　隆司 関東 横浜労災病院

塚本　文音 近畿 JCHO　大阪病院 津川　浩一郎 関東 聖マリアンナ医科大学

常泉　道子 中部 静岡県立総合病院 角田　伸行 中部 名古屋大学大学院

土井　卓子 関東 湘南記念病院 戸井　雅和 近畿 京都大学大学院 医学研究科
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土井原　博義 中国・四国 岡山大学病院 乳腺･内分泌外科 唐　宇飛 九州 久留米大学外科学

遠山　竜也 中部 名古屋市立大学大学院医学研究科 徳永　えり子 九州 国立病院機構　九州がんセンター

富永　修盛 近畿 市立東大阪医療センター 富永　祐司 関東 ベルーガクリニック

長尾　育子 中部 岐阜県総合医療センター 中川　剛士 関東 東京医科歯科大学医学部付属病院

中島　一毅 中国・四国 川崎医科大学総合医療センター 長嶋　健 関東 千葉大学

長島　由紀子 中国・四国 関門医療センター　乳腺センター 中田　琢巳 中部 岐阜市民病院

中務　克彦 近畿 京都府立医科大学附属病院 中野　正吾 中部 愛知医科大学

永橋　昌幸 関東 新潟大学医歯学総合病院 中房　祐司 九州 福岡赤十字病院

中村　清吾 関東 昭和大学 中村　力也 関東 千葉県がんセンター 乳腺外科

中山　貴寛 近畿 大阪国際がんセンタ－ 中山　博貴 関東 横浜市立大学附属病院

新倉　直樹 関東 東海大学医学部 外科学系 西田　幸弘 近畿 公益財団法人　日本生命済生会付属日生病院

西村　顕正 東北 弘前大学大学院医学研究科 西村　重彦 近畿 住友病院 外科

西村　誠一郎 中部 静岡県立静岡がんセンター 野木　裕子 関東 東京慈恵会医科大学

野口　眞三郎 近畿 大阪大学大学院 医学研究科 野村　長久 中国・四国 川崎医科大学付属病院

橋本　幸直 中国・四国 島根県立中央病院 長谷川　善枝 東北 弘前市立病院

秦　庸壮 北海道 JA北海道厚生連札幌厚生病院 服部　正也 中部 愛知県がんセンター中央病院

花村　典子 中部 済生会松阪総合病院 馬場　紀行 関東 東京共済病院

林　直輝 関東 聖路加国際病院ブレストセンター 林　光弘 関東 獨協医科大学

林田　哲 関東 慶應義塾大学医学部 原　由起子 関東 日本大学板橋病院

坂東　裕子 関東 筑波大学医学医療系 曳野　肇 中国・四国 松江赤十字病院

平野　明 関東 東京女子医科大学東医療センター 平野　智寛 関東 日本大学附属板橋病院

広利　浩一 近畿 兵庫県立がんセンター 深光　岳 中国・四国 山口県済生会下関総合病院

藤井　公人 中部 愛知医科大学 藤井　孝明 関東 群馬大学 総合外科学

藤井　雅和 中国・四国 山口県立総合医療センター 二村　学 中部 岐阜大学医学部

船越　真人 中国・四国 広島市立安佐市民病院 北條　隆 関東 国立がん研究センター東病院

朴　英進 東北 東北医科薬科大学医学部 細田　充主 北海道 砂川市立病院

穂積　康夫 関東 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 堀口　淳 関東 国際医療福祉大学病院

本多　博 東北 東北労災病院 前田　茂人 九州 国立病院機構 長崎医療センター

前田　浩幸 中部 福井大学医学部附属病院 蒔田　益次郎 関東 日本医科大学武蔵小杉病院

牧野　春彦 関東 まきの乳腺クリニック 増野　浩二郎 九州 大分県立病院

増田　慎三 近畿 国立病院機構 大阪医療センター 舛本　法生 中国・四国 広島大学原爆放射線医学研究所

松井　哲 関東 国立病院機構 東京医療センター 松井　恒志 中部 富山県立中央病院

松浦　一生 中国・四国 県立広島病院 松崎　弘志 関東 船橋市立医療センター

松本　広志 関東 埼玉県立がんセンター 三浦　大周 関東 赤坂三浦クリニック

三神　俊彦 北海道 札幌ことに乳腺クリニック 水沢　かおり 東北 秋田大学医学部附属病院

水谷　三浩 中部 三河乳がんクリニック 水野　豊 中部 市立四日市病院

南　恵樹 九州 長崎みなとメディカルセンター市民病院 宮澤　幸正 関東 帝京大学ちば総合医療センタ－

宮下　勝 近畿 一般財団法人甲南会　甲南病院 宮下　穣 東北 東北大学大学院医学系研究科

宮良　球一郎 九州 宮良クリニック 三好　康雄 近畿 兵庫医科大学

元木　崇之 中国・四国 岡山済生会総合病院 元村　和由 近畿 大阪急性期総合医療センター

森　毅 近畿 滋賀医科大学 森口　喜生 近畿 京都市立病院

森島　宏隆 近畿 大阪労災病院 森園　英智 関東 がん研究会有明病院乳腺センター

森本　卓 近畿 八尾市立病院 矢形　寛 関東 埼玉医科大学総合医療センタ－

柳田　康弘 関東 群馬県立がんセンター 矢野　洋 九州 長崎大学病院

山内　英子 関東 聖路加国際病院 山神　和彦 近畿 神鋼記念病院

山川　卓 中国・四国 やまかわ乳腺クリニック 山口　正秀 近畿 松下記念病院

山口　美樹 九州 JCHO　久留米総合病院 山口　由美 中国・四国 鳥取赤十字病院

山下　年成 関東 神奈川県立がんセンター 山下　啓子 北海道 北海道大学病院

山城　大泰 近畿 公益財団法人　天理よろづ相談所病院 山田　公人 関東 東京医科大学 八王子医療センター

山本　滋 中国・四国 山口大学大学院 山本　大悟 近畿 関西医大総合医療センター

山本　尚人 関東 千葉県がんセンター 山本　裕 中国・四国 川崎医科大学

山本　豊 九州 熊本大学大学院生命科学研究部 湯川　真生 近畿 近畿大学医学部奈良病院 外科

横山　浩一 中部 金沢メディカルステ－ションヴィーク 吉岡　達也 北海道 帯広厚生病院

吉田　達也 関東 神奈川県立がんセンター 吉田　雅行 中部 聖隷浜松病院

吉留　克英 近畿 大阪警察病院 吉永　康照 九州 福岡大学病院
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芳林　浩史 近畿 日本赤十字社和歌山医療センター 吉村　吾郎 近畿 市立岸和田市民病院

李　哲柱 近畿 京都第一赤十字病院 脇田　和幸 近畿 茶屋町ブレストクリニック

和田　徳昭 関東 東京歯科大学市川総合病院 渡辺　修 関東 三和病院

渡邊　健一 北海道 国立病院機構 北海道がんセンタｰ 渡辺　隆紀 東北 国立病院機構 仙台医療センター

渡邉　良二 九州 糸島医師会病院

朝戸　裕貴 関東 獨協医科大学 阿部　恭子 関東 千葉大学大学院

天野　真紀 関東 順天堂大学医学部附属練馬病院 石黒　洋 関東 国際医療福祉大学病院

磯本　一郎 九州 聖フランシスコ病院 伊藤　良則 関東 がん研究会有明病院

井上　賢一 関東 埼玉県立がんセンター 岩平　佳子 関東 ブレストサージャリークリニック

植松　孝悦 中部 静岡県立静岡がんセンター 大岩　幹直 中部 国立病院機構 名古屋医療センタｰ

淡河　恵津世 九州 久留米大学病院 加奥　節子 近畿 国立病院機構大阪医療センター

片岡　正子 近畿 京都大学医学部附属病院 金森　修一 近畿 近畿大学医学部 放射線医学教室

印牧　義英 関東 聖マリアンナ医科大学附属研究所　ブレスト 唐澤　久美子 関東 東京女子医科大学

菊池　真理 関東 国立がん研究センター中央病院 久保田　一徳 関東 東京医科歯科大学医学部附属病院

小林　心 関東 がん研究会有明病院 五味　直哉 関東 がん研究会有明病院

佐治　重衡 東北 公立大学法人福島県立医科大学 佐竹　弘子 中部 名古屋大学医学部附属病院

清水　千佳子 関東 国立国際医療研究センター病院 白石　憲史郎 関東 帝京大学医学部

関堂　充 関東 筑波大学 関根　広 関東 東京慈恵会医科大学附属第三病院

高野　利実 関東 虎の門病院 高橋　雅子 中国・四国 とくしまブレストケアクリニック

武石　明精 中部 愛知県がんセンター 棚倉　健太 関東 がん研究会有明病院

田村　研治 関東 国立がん研究センター中央病院 角田　博子 関東 聖路加国際病院

鶴谷　純司 近畿 近畿大学医学部附属病院 戸崎　光宏 関東 相良病院附属ブレストセンター

永井　成勲 関東 埼玉県立がんセンター 永崎　栄次郎 関東 東京慈恵会医科大学

中原　浩 九州 医療法人ブレストピア　ブレストピア宮崎病院 那須　初子 中部 浜松医科大学医学部附属病院

原　文堅 中国・四国 国立病院機構 四国がんセンター 藤光　律子 九州 糸島医師会病院

三鍋　俊春 関東 埼玉医科大学総合医療センター 向井　博文 関東 国立がん研究センター東病院

矢永　博子 九州 医療法人Yanaga CLinic 矢野　健二 近畿 大阪ブレストクリニック

山内　智香子 近畿 滋賀県立総合病院 吉村　通央 近畿 京都大学医学部附属病院

渡邉　純一郎 中部 静岡県立静岡がんセンター 渡辺　亨 中部 浜松オンコロジーセンター

縣　靖子 関東 東京歯科大学市川総合病院 看護部 荒堀　有子 北海道 市立釧路総合病院

石井　里枝 中国・四国 徳島文理大学保健福祉学部 稲垣　由美 中部 市立四日市病院

岩井　大 関東 東京西徳洲会病院 大椛　裕美 関東 労働者健康安全機構　横浜労災病院

金澤　麻衣子 東北 東北大学病院 看護部 小茂田　昌代 関東 東京理科大学

佐々木　俊則 中部 三河乳がんクリニック 篠崎　恭子 中国・四国 日本赤十字社　松山赤十字病院

篠原　範充 中部 岐阜医療科学大学保健科学部 角谷　京子 中部 すずかけセントラル病院

髙木　理恵 九州 社会医療法人博愛会 相良病院 武石　優子 東北 平鹿総合病院

谷口　章子 近畿 市立奈良病院 露無　祐子 中国・四国 岡山大学病院

鶴田　和裕 関東 松戸市立福祉医療センター東松戸病院 仲田　恵美 九州 県立宮崎病院 外来化学療法室

西出　裕子 中部 岐阜医療科学大学保健科学部 野村　久祥 関東 国立がん研究センタ－東病院

早川　昌子 近畿 相原病院 平井　良武 九州 独立行政法人地域医療機能推進機構 久留米総合病院

前田　剛司 中部 春日井市民病院 前田　奈緒子 関東 よしもとブレストクリニック

松元　香緒里 九州 熊本大学医学部附属病院 三塚　幸夫 関東 東邦大学医療センター大森病院

宮下　美香 中国・四国 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 宮本　康敬 中部 浜松医療センター

渡部　一宏 関東 昭和薬科大学 渡邊　知映 関東 上智大学

渡辺　恵美 中部 三河乳がんクリニック

[準会員]　31名

[外科以外の臨床医学系]　48名
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