
1 ⻘⽊ 美智⼦ ⻘⽊ 美智⼦
2 厚味 厳⼀ 帝京⼤学 ⻘⾕ ⾹美 三菱京都病院
3 阿部 尚⼦ 伊勢崎市⺠病院 厚味 厳⼀ 帝京⼤学
4 有村 恵美 ⿅児島県⽴短期⼤学 阿部 尚⼦ 伊勢崎市⺠病院
5 ⽯川 ⾹織 JA愛知厚⽣連安城更⽣病院 有村 恵美 ⿅児島県⽴短期⼤学
6 井出迫 和美 ⿅児島⼤学病院 ⽣⿂ 薫 千葉県⽴保健医療⼤学
7 今⽥ 志保 ⽯川 ⾹織 JA愛知厚⽣連安城更⽣病院
8 岩本 由⾐ 磯﨑 宏美 総合⺟⼦保健ｾﾝﾀｰ愛育病院
9 上原 喜美⼦ 新潟⻘陵⼤学 井出迫 和美 ⿅児島⼤学病院

10 ⼤館 博美 今⽥ 志保
11 ⼤原 明⼦ 東京⼥⼦医科⼤学病院 岩本 由⾐
12 ⼩⽥ 和美 札幌市⽴⼤学 上原 喜美⼦ 新潟⻘陵⼤学
13 加藤 則⼦ 加藤内科ｸﾘﾆｯｸ 恵良 真理⼦ ⻄武⽂理⼤学
14 川嵜 有紀 関⻄医科⼤学 ⼤館 博美
15 河原⽥ 律⼦ ⾼崎健康福祉⼤学 ⼤原 明⼦ 東京⼥⼦医科⼤学病院
16 川⼜ 幸⼦ ⻲⽥ｸﾘﾆｯｸ ⼩⽥ 和美 札幌市⽴⼤学
17 熊野 真美 ⼤阪市⽴総合医療ｾﾝﾀｰ 加嶋 倫⼦ ⼤阪⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ
18 熊野 球乃 ⾹川⼤学医学部附属病院 勝島 倫⼦ 北野病院
19 久⽶川 知希 加藤 則⼦ 加藤内科ｸﾘﾆｯｸ
20 栗原 裕美 ⻘⽊医院 川嵜 有紀 関⻄医科⼤学
21 ⿊⽥ 久美⼦ 千葉⼤学 河原⽥ 律⼦ ⾼崎健康福祉⼤学
22 ⼩澤 由美 ﾄﾖﾀ記念病院 川⼜ 幸⼦ ⻲⽥ｸﾘﾆｯｸ
23 ⼩杉 章⼦ 医療法⼈⻘⽊医院 川村 ⿇由⾹ 兵庫県⽴⼤学
24 ⼩林 庸⼦ 杏林⼤学医学部付属病院 ⽊下 久美⼦ 関東労災病院
25 坂野 美希⼦ ⿅児島市⽴病院 熊野 真美 ⼤阪市⽴総合医療ｾﾝﾀｰ
26 佐藤 ひさ代 ⾃治医科⼤学附属病院 熊野 球乃 ⾹川⼤学医学部附属病院
27 佐原 ⽟恵 徳島⽂理⼤学 久⽶川 知希
28 島崎 晴美 栗原 裕美 ⻘⽊医院
29 志村 好⼦ ⼭梨⼤学医学部附属病院 ⿊⽥ 久美⼦ 千葉⼤学
30 杉⽥ みどり 聖ﾊﾞﾙﾊﾞﾅ病院 ⼩澤 由美 ﾄﾖﾀ記念病院
31 杉野 尚⼦ 医療法⼈パルモア病院 ⼩杉 章⼦ 医療法⼈⻘⽊医院
32 関藤 真由美 広島市⽴安佐市⺠病院 ⼩林 庸⼦ 杏林⼤学医学部付属病院
33 ⾼島 美和 ⻑崎⼤学病院 坂野 美希⼦ ⿅児島市⽴病院
34 ⾼杉 洋⼦ 県⽴宮崎病院 佐藤 ひさ代 ⾃治医科⼤学附属病院
35 ⾼橋 久⼦ 杏林⼤学医学部付属病院 佐藤 美佳 愛育病院
36 ⾼橋 良恵 信州⼤学医学部附属病院 佐藤 洋⼦ 九州⼤学⼤学院医学研究院
37 ⽥代 有喜⼦ 佐原 ⽟恵 徳島⽂理⼤学
38 ⽥中 克⼦ ⼤阪医科薬科⼤学 篠崎 彰⼦ 光晴会病院
39 ⽥中 佳代 久留⽶⼤学医学部 島崎 晴美
40 ⽥中 ⾹⼦ 志村 好⼦ ⼭梨⼤学医学部附属病院
41 千葉 貴⼦ 愛染橋病院 杉⽥ みどり 聖ﾊﾞﾙﾊﾞﾅ病院
42 鶴⾒ 薫 湘南医療⼤学 杉野 尚⼦ 医療法⼈パルモア病院
43 中尾 ⽮央⼦ 医療法⼈上ﾉ町・加治屋ｸﾘﾆｯｸ 関藤 真由美 広島市⽴安佐市⺠病院
44 中村 裕美 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 ⾼島 美和 ⻑崎⼤学病院
45 永吉 円 四国⼤学 ⾼杉 洋⼦ 県⽴宮崎病院
46 成⽥ 伸 ⾃治医科⼤学 ⾼橋 嘉名芽 総合⺟⼦保健ｾﾝﾀｰ愛育病院
47 難波 和恵 ⼤阪⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ ⾼橋 久⼦ 杏林⼤学医学部付属病院
48 ⻄堀 靖⼦ 市⽴⻑浜病院 ⾼橋 良恵 信州⼤学医学部附属病院

ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌ領域 被選挙⼈ 76名（⽴候補資格のある⽅） ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌ領域 選挙⼈ 109名（投票資格のある⽅）



49 ⻄村 ⼀弘 駒沢⼥⼦⼤学 武内 恵⼦ ⽩⼦ｳｨﾒﾝｽﾞﾎｽﾋﾟﾀﾙ
50 ⻄本 裕紀⼦ ⼤阪⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ ⽥代 有喜⼦
51 能町 しのぶ 兵庫県⽴⼤学 ⽴川 倶⼦ 公益社団法⼈ ⿅児島県栄養⼠会
52 花島 玲⼦ 北⾥⼤学病院 ⽥中 克⼦ ⼤阪医科薬科⼤学
53 早狩 瑤⼦ 弘前⼤学 ⽥中 佳代 久留⽶⼤学医学部
54 林 ⽂⼦ 愛知医科⼤学 ⽥中 ⾹⼦
55 ⼈⾒ ⿇美⼦ 北⾥⼤学病院 千葉 貴⼦ 愛染橋病院
56 兵頭 貴⼦ 愛媛県⽴新浜病院 鶴⾒ 薫 湘南医療⼤学
57 福井 ﾄｼ⼦ 公益社団法⼈⽇本看護協会 泊 菊⼦ 兵庫県⽴こども病院
58 福島 千恵⼦ 三重⼤学医学部附属病院 中尾 ⽮央⼦ 医療法⼈上ﾉ町・加治屋ｸﾘﾆｯｸ
59 渕之上 なり⼦ 桜ヶ丘内科胃腸科 永⽥ 真理⼦ 久留⽶⼤学医学部
60 堀⼝ 眞樹 横浜市⽴市⺠病院 中林 亜⼸ 篠ﾉ井総合病院
61 本⽥ みゆき 県⽴広島病院 中丸 弘⼦ 岩砂病院岩砂ﾏﾀﾆﾃｨ
62 松本 桃代 永井ﾏｻﾞｰｽﾞﾎｽﾋﾟﾀﾙ 中村 裕美 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院
63 美⽢ 由加⾥ 落合病院 永吉 円 四国⼤学
64 村岡 知美 埼⽟社会保険病院 成⽥ 伸 ⾃治医科⼤学
65 村⽥ 裕⼦ 公⽴⾼島総合病院 難波 和恵 ⼤阪⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ
66 森 ⼩津恵 ⽇本看護協会看護研修学校 ⻄堀 靖⼦ 市⽴⻑浜病院
67 森⽥ 益⼦ 広島市⽴安佐市⺠病院 ⻄村 亜希⼦ ⾹川⼤学医学部
68 ⾕内 洋⼦ 千葉県⽴保健医療⼤学 ⻄村 ⼀弘 駒沢⼥⼦⼤学
69 ⼋代 智⼦ 国⽴病院機構埼⽟病院 ⻄本 裕紀⼦ ⼤阪⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ
70 ⽮野 由紀 ⼤津⾚⼗字病院 能町 しのぶ 兵庫県⽴⼤学
71 ⼭下 昌⼦ ⼭⼝⼤学医学部附属病院 花島 玲⼦ 北⾥⼤学病院
72 ⼭⽥ 加奈⼦ ⼤阪府⽴⼤学 ⾺場 千恵⼦ ⾃治医科⼤学附属病院
73 ⼭⻄ 雅⼦ 公益社団法⼈⽇本看護協会 早狩 瑤⼦ 弘前⼤学
74 ⼭本 真貴 関⻄医科⼤学附属枚⽅病院 林 ⽂⼦ 愛知医科⼤学
75 吉⽥ 陽⼦ ⼈⾒ ⿇美⼦ 北⾥⼤学病院
76 渡邊 浩⼦ ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 兵頭 貴⼦ 愛媛県⽴新浜病院
77 平尾 節⼦ H.E.Cｻｲｴﾝｽｸﾘﾆｯｸ
78 廣瀬 久美 御所南はらしまｸﾘﾆｯｸ
79 福井 ﾄｼ⼦ 公益社団法⼈⽇本看護協会
80 福島 千恵⼦ 三重⼤学医学部附属病院
81 渕之上 なり⼦ 桜ヶ丘内科胃腸科
82 古⽥ 真⾥枝 京都⼤学医学研究科
83 堀⼝ 眞樹 横浜市⽴市⺠病院
84 本⽥ みゆき 県⽴広島病院
85 松下 七寶惠 活⽔⼥⼦⼤学
86 松永 真由美 聖路加国際⼤学
87 松本 桃代 永井ﾏｻﾞｰｽﾞﾎｽﾋﾟﾀﾙ
88 丸⼝ 由紀⼦ 医療法⼈上ﾉ町・加治屋ｸﾘﾆｯｸ
89 美⽢ 由加⾥ 落合病院
90 三好 栄⼦ 医療法⼈上ﾉ町・加治屋ｸﾘﾆｯｸ
91 村岡 知美 埼⽟社会保険病院
92 村⽥ 裕⼦ 公⽴⾼島総合病院
93 茂⽊ 百合⼦ 愛育病院
94 森 ⼩津恵 ⽇本看護協会看護研修学校
95 森重 圭⼦ 市⽴吹⽥市⺠病院
96 森⽥ 益⼦ 広島市⽴安佐市⺠病院
97 安⽥ 孝⼦ 浜松医科⼤学
98 ⾕内 洋⼦ 千葉県⽴保健医療⼤学



99 ⼋代 智⼦ 国⽴病院機構埼⽟病院
100 ⽮野 由紀 ⼤津⾚⼗字病院
101 ⼭下 昌⼦ ⼭⼝⼤学医学部附属病院
102 ⼭⽥ 加奈⼦ ⼤阪府⽴⼤学
103 ⼭⽥ 美穂⼦ 富⼭⾚⼗字病院
104 ⼭波 真理 茨城県⽴医療⼤学
105 ⼭⻄ 雅⼦ 公益社団法⼈⽇本看護協会
106 ⼭本 希美重 岐⾩⾚⼗字病院
107 ⼭本 真貴 関⻄医科⼤学附属枚⽅病院
108 吉⽥ 陽⼦
109 渡邊 浩⼦ ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科


