
関東地区　乳腺認定医一覧

朝田理央 安藤有佳里 石川智義 牛尾浩樹 遠藤芙美
太田代紀子 岡﨑舞 貝塚広史 河村千登星 北原美由紀
鯨岡結賀 栗原俊明 小崎浩一 越川佳代子 佐々木啓太
澤文 瀬下明良 田地佳那 寺崎梓 永井絵林
中井玲子 長倉成憲 中野基一郎 橋本幸枝 原潔
福田禎治 藤田俊広 藤原彩織 星葵 三島英行
室井望 文由美 吉川啓一

阿部曉人 阿部聡子 伊藤勇 扇原香澄 大塚紳
大橋仁志 菅家大介 北村東介 小林英之 相良由佳
櫻木雅子 芝聡美 竹前大 豊田知香 西田紗季
古川潤二 森昭三 屋代祥子 山口博紀

五十嵐清美 石崎政利 荻野美里 塩島和美 塩島正之
田邊恵子 塚越律子 德田尚子 長澤雅裕 中澤祐子
永田徹 広松孝 本田周子 松本明香 吉田美穂

石田文孝 一瀬友希 稲田秀洋 遠藤正人 岡崎俊哉
奥平かおり 小野容子 尾本きよか 尾本秀之 甲斐敏弘
北島晃 木下照彦 木村理 金直美 黒野健司
古賀祐季子 近藤奈美 杉浦良子 関根理 瀬戸裕
添田大司 高井健 高嶋成輝 髙橋彬子 武井聡美
田中規幹 永井成勲 中嶋英治 中村慶太 貫井麻未
野崎美和子 野﨑由美 長谷川重夫 服部昭夫 濱田節雄
林原紀明 早野史子 平塚美由起 深津裕美 福島常吉
藤田圭子 藤田竜一 藤本章博 藤原麻子 古川義英
堀井理絵 本間恵 丸野要 水野嘉朗 宗像周二
山口由紀子 山﨑香奈 山崎泰男 山下純男 山田博文
山室みのり 横田昌明 吉永圭吾

浅見祐子 石神恵美 石渡隆 泉純子 今井延年
岩間敬子 上里昌也 江口有紀 遠藤まり子 太田義人
尾内康英 加賀谷正 粕谷奈津美 苅込和裕 菊池順子
北野綾 北畠俊顕 木下裕子 木村友紀 郷地英二
黄哲守 小林美智代 榊原淳太 佐藤雄 塩原正之
菅谷芳樹 高田護 高橋理彦 髙松友里 田中宏
玉貫圭甲 土屋俊一 寺岡晃 冨岡一幸 豊田剛
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中川綾子 中村祐介 梨本実花 鍋谷圭宏 西谷慶
野上真子 蓮尾公篤 長谷川純 藤井里圭 藤崎康人
藤田和恵 升田貴仁 松澤円佳 松本華英 矢島浩
山形敏之 山崎信義 山下祐司 山本寛人 横江隆道
吉田雅博 吉原ちさと 渡邉真 綿貫瑠璃奈

饗場恵美子 赤川元 淺岡真理子 安達慶太 足立未央
阿部郁子 阿部朋未 天谷圭吾 荒木潤子 有馬陽一
飯田富雄 生魚史子 伊坂泰嗣 石垣貴之 石坂欣大
石橋祐子 石橋雄次 伊藤真由子 伊藤美帆 稲垣里奈
井上裕子 伊美建太郎 岩田侑子 岩渕秀一 宇井義典
上中奈津希 宇都宮勝之 産形麻美子 禹有佳里 宇留野隆
王暁斐 大久保文恵 大熊ひでみ 大熊ひとみ 大塚恒博
大西舞 大野晃一 大村峯夫 岡﨑美季 岡崎みさと
緒方昭彦 岡野健介 小川あゆみ 奥田逸子 小谷依里奈
尾辻和尊 小野麻紀子 小畑満 織本恭子 笠原三津子
笠原里紗 風間高志 柏尾光彦 柏瀬立尚 片見厚夫
勝又健次 金内一 金丸里奈 加納久雄 神谷有希子
加茂知久 鴨宣之 川井沙織 川内章裕 河崎幹雄
嘉和知靖之 川真田明子 川村あや乃 河村雪乃 神戸雅子
菊池真里子 北川美智子 木根淵康平 桐林孝治 工藤麗
久保田伊哉 熊木裕一 倉田麻美 倉林理恵 栗川美智子
栗原直人 河野真理 國分優美 小暮晃子 輿石剛
小嶌智美 小島勇貴 後藤哲宏 後藤瞳 後藤洋伯
小林隆之 小林蓉子 小柳尚子 小山嵩夫 小山祐未
近藤友樹 才田千晶 齋藤淳一 齊藤直人 崔賢美
酒井春奈 阪口志帆 﨑山香奈 佐々木律子 佐藤あい
佐藤一雄 佐藤政広 佐藤裕里 椎野翔 重松恭祐
柴﨑正幸 柴﨑ゆかり 島田聡子 島田直子 島田菜穂子
清水由実 清水淑子 下井辰徳 下嶋理恵子 首藤介伸
新堰佳世子 陣内祐二 杉山迪子 杉山勇治 鈴木えりか
鈴木周平 鈴木雄介 鈴木留美 須田淳子 須藤洋崇
須磨﨑真 関晶南 関口久美子 仙波遼子 高木恵子
髙橋紗綾 髙橋深幸 高畑史子 髙本やよい 田口恵理子
武田美鈴 田﨑英里 立石みゆき 田中歩 田中一成
田中希世 田中礼子 田村温美 俵原真里 都島由希子
土田寧恵 土屋あい 寺岡冴子 寺中亮太郎 堂後京子
都倉桃子 戸成綾子 富永祐司 鳥海久乃 鳥海弥寿雄
鳥屋洋一 中井麻木 永崎栄次郎 中澤英樹 中島絵里
中小路絢子 中平詩 永谷ミドリ 永田博康 長束美貴
長野真由子 中村明彦 中村明日香 中村祐子 中村理恵子
中山可南子 中山紗由香 名取恵子 奈良美也子 西村明子

東京都



野口瑛美 野坂涼子 野崎浩二 能戸保光 朴圭一
橋本一樹 橋本慶博 長谷川俊二 波多野久美 羽生信義
林香菜子 原華保里 原田華子 原田真悠水 原由起子
春山優理恵 日野眞子 廣瀬脩二 廣瀬盟子 廣瀬正典
福内雅子 福岡恵 福田未緒 浮池梓 藤岡和美
藤﨑滋 藤澤重元 伏見淳 船越信介 細矢徳子
堀口実 堀越昇 前田日菜子 馬越俊輔 松岡あづさ
松永有紀 松村真由子 松本綾希子 松本匡浩 的場秀亮
三坂武温 水江茉美花 三井洋子 宮本快介 望月文朗
森聡史 森下友起恵 森園亜里紗 矢嶋幸浩 安室省吾
柳澤貴子 矢野正雄 矢野由希子 矢部信成 八巻秀人
山下由紀 山田美紀 山脇幸子 湯川寛子 代市拓也
横山正 吉井淳 吉沢あゆは 吉田宗生 吉村哲規
四倉淑枝 米田央后 米戸敏彦 脇山茂樹 渡瀬智佳史
渡辺糺 渡辺春子 渡邉美帆 渡邉佳香

阿多亜里沙 飯尾宏 梅本岳宏 梅本靖子 大江英一
大木陽亮 岡﨑寛子 岡本咲 岡本譲二 岡本紀彦
押田小百合 小野正人 柏木浩暢 門倉俊明 印牧義英
鎌田順道 河合敬雄 河輪陽子 神野正敏 鬼頭礼子
木下弘壽 木村安希 木村万里子 合田杏子 小杉奈津子
五代天偉 小林隆司 齋藤徹 坂本菜央 佐藤知美
佐藤真理 柴田侑華子 清水亜希子 清水哲也 菅原裕子
杉崎勝好 鈴木千穂 鈴木佳透 須藤友奈 関英一郎
高塚純 髙橋保正 田中彩乃 田中蓉子 爲近慎司
敦賀智子 土居正和 長井茉莉子 長島美貴 中野万理
西宮洋史 西山幸子 二本柳康博 則武睦未 原明日香
原田郁 日野浩司 藤野史織 藤原沙織 保科淑子
堀切愛 前田大 増田益功 松浦仁 松尾益佳
松原由佳 松宮彰彦 松本英 眞鍋恵理子 簾田康一郎
水野香世 水野万里 三輪博久 村山章裕 柳衛宏宣
山崎明久 山下巌 山田隆之 横山梢 吉江玲子
米山さとみ 龍崎貴寛 劉孟娟 若森洋子 和田朋子
渡邉奈月 渡部通章

大路麻巳子 大竹雅広 大渓彩香 親松学 沢津橋孝拓
塩谷基 角南栄二 多田哲也 土田純子 中野麻恵
新国惠也 庭野稔之 藤田加奈子 三科武 諸和樹
渡邊直純

神奈川県

新潟県
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