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1 JA北海道厚生連　旭川厚生病院 外科・乳腺外科 赤羽　弘充

2 KKR札幌医療センター 外科 田村　元

3 NTT東日本札幌病院 外科 市之川　一臣

4 旭川医科大学病院 乳腺疾患センター 北田　正博

5 医療法人　東札幌病院 乳腺・甲状腺外科 大村　東生

6 独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター 乳腺外科 高橋　將人

7 北海道大学病院 乳腺外科 竹下　卓志

8 東北大学病院 総合外科 石田　孝宣

9 山形県立中央病院 乳腺外科 工藤　俊

10 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 乳腺外科 大竹　徹

11 公益財団法人　星総合病院 外科 野水　整

12 筑波大学附属病院 乳腺・甲状腺・内分泌外科 坂東　裕子

13 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター 乳腺外科 森　千子

14 東京医科大学茨城医療センター 外科(乳腺) 海瀬　博史

15 自治医科大学附属病院 乳腺科 原尾　美智子

16 群馬県立がんセンター 乳腺科 柳田　康弘

17 群馬大学医学部附属病院 乳腺・内分泌外科 藤井　孝明

18 埼玉医科大学国際医療センター 乳腺腫瘍科 石黒　洋

19 埼玉県立がんセンター 乳腺外科 松本　広志

20 さいたま赤十字病院 乳腺外科 齊藤　毅

21 独立行政法人 地域医療機能推進機構　埼玉メディカルセンター 乳腺外科 櫻井　孝志

22 獨協医科大学埼玉医療センター 乳腺科 小川　利久

23 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 乳腺科 福間　英祐

24 千葉県がんセンター 乳腺外科 中村　力也

25 東京歯科大学 市川総合病院 外科 和田　徳昭

26 独立行政法人国立病院機構　千葉医療センター 乳腺外科 鈴木　正人

27 船橋市立医療センター 乳腺外科 松崎　弘志

28 順天堂大学医学部附属順天堂医院 乳腺科 堀本　義哉

29 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 臨床腫瘍科 田辺　裕子

30 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院 乳腺内分泌外科 北川　大

31 JR東京総合病院 乳腺外科 上田　重人

32 杏林大学医学部付属病院 乳腺外科 井本　滋

33 公益財団法人がん研究会　有明病院 乳腺内科 深田　一平

34 国家公務員共済組合連合会　東京共済病院 乳腺科 重川　崇

35 社会福祉法人　三井記念病院 乳腺内分泌外科 太田　大介

36 学校法人聖路加国際大学　聖路加国際病院 乳腺外科 吉田　敦

37 帝京大学医学部附属病院 外科 神野　浩光

38 東京医科大学病院 乳腺科 河手　敬彦

39 東京女子医科大学病院 乳線・内分泌外科 岡本　高宏

40 国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院 乳腺外科 高山　伸

41 北里大学病院 乳腺・甲状腺外科 三階　貴史

42 神奈川県立がんセンター 乳腺内分泌外科 山下　年成

43 聖マリアンナ医科大学病院 乳腺・内分泌外科 津川　浩一郎

44 聖マリアンナ医科大学　横浜市西部病院 消化器・一般外科 (乳腺・内分泌外科) 矢吹　由香里

45 東海大学医学部付属病院 乳腺内分泌外科 新倉　直樹

46 横浜市立市民病院 乳腺外科 石山　暁

47 公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター 乳腺・甲状腺外科 成井　一隆

48 新潟県立がんセンター新潟病院 乳腺外科 佐藤　信昭

49 新潟県立中央病院 外科 佐藤　友威

50 新潟市民病院 乳腺外科 坂田　英子

51 金沢大学附属病院 乳腺外科 石川　聡子

52 金沢医科大学病院 乳腺・内分泌外科 井口　雅史

53 大垣市民病院 外科 亀井　桂太郎

54 国立大学法人　岐阜大学医学部附属病院 腫瘍外科 吉田　和弘

55 地方独立行政法人　静岡県立病院機構　静岡県立総合病院 乳腺外科 常泉　道子
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56 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 乳腺科 吉田　雅行

57 浜松医療センター 乳腺外科 杤久保　順平

58 名古屋大学医学部附属病院 乳腺・内分泌外科 菊森　豊根

59 愛知県がんセンター 乳腺科 岩田　広治

60 小牧市民病院 外科 野田　純代

61 名古屋市立西部医療センター 乳腺・内分泌外科 杉浦　博士

62 名古屋市立大学病院 乳腺外科 遠山　竜也

63 京都府立医科大学附属病院 内分泌・乳腺外科 田口　哲也

64 独立行政法人国立病院機構　京都医療センター 外科 山﨑　誠二

65 三菱京都病院 乳腺外科 竹内　恵

66 医療法人英仁会　大阪ブレストクリニック 乳腺外科 柳沢　哲

67 医療法人啓明会　相原病院 乳腺科 相原　智彦

68 医療法人警和会　大阪警察病院 乳腺内分泌外科 吉留　克英

69 大阪市立総合医療センター 乳腺外科 小川　佳成

70 大阪赤十字病院 乳腺外科 露木　茂

71 関西医科大学附属病院 乳腺外科 杉江　知治

72 公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院 乳腺外科 髙原　祥子

73 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 乳腺センター 阿部　元

74 宗教法人　在日本南プレスビテリアンミッション　淀川キリスト教病院 腫瘍内科 重岡　靖

75 市立貝塚病院 乳腺外科 大城　智弥

76 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター 外科 綱島　亮

77 独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター 乳腺外科 増田　慎三

78 独立行政法人　地域医療機能推進機構　大阪病院 乳腺・内分泌外科 塚本　文音

79 独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪労災病院 乳腺外科 森島　宏隆

80 八尾市立病院 乳腺外科 森本　卓

81 社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院 乳腺センター 山神　和彦

82 独立行政法人労働者健康安全機構　関西労災病院 乳腺外科 大島　一輝

83 姫路赤十字病院 乳腺外科 大塚　翔子

84 兵庫医科大学病院 乳腺・内分泌外科 三好　康雄

85 兵庫県立がんセンター 乳腺外科 高尾　信太郎

86 大和高田市立病院 外科 岡村　隆仁

87 日本赤十字社　和歌山医療センター 乳腺外科 鳥井　雅恵

88 和歌山県立医科大学附属病院 乳腺外科 宮坂　美和子

89 松江赤十字病院 乳腺外科 曳野　肇

90 広島大学病院 乳腺外科 角舎　学行

91 県立広島病院 消化器・乳腺・移植外科 板本　敏行

92 独立行政法人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター 乳腺外科 重松　英朗

93 福山市民病院 乳腺甲状腺外科 久保　慎一郎

94 徳島大学病院 食道・乳腺・甲状腺外科 丹黒　章

95 独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター 乳腺科 青儀　健二郎

96 久留米大学病院 乳腺・一般外科 唐　宇飛

97 医療法人にゅうわ会　及川病院 乳腺外科 及川　将弘

98 北九州市立医療センター 乳腺甲状腺外科 古賀　健一郎

99 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター 乳腺外科 岩熊　伸高

100 独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター 乳腺科 徳永　えり子

101 独立行政法人地域医療機能推進機構　久留米総合病院 乳腺外科 山口　美樹

102 九州大学病院 臨床・腫瘍外科 久保　真

103 福岡大学病院 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 吉永　康照

104 国立大学法人　長崎大学病院 腫瘍外科 松本　恵

105 日本赤十字社　長崎原爆病院 乳腺内分泌外科 柴田　健一郎

106 熊本赤十字病院 乳腺内分泌外科 川添　輝

107 くまもと森都総合病院 乳腺センター 奥村　恭博

108 医療法人　うえお乳腺外科 外科 上尾　裕昭

109 鹿児島大学病院 消化器・乳腺・甲状腺外科 大塚　隆生

110 社会医療法人博愛会　相良病院 乳腺外科 相良　安昭

111 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院 乳腺外科 藏下　要
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