
1 ⻘⽊ 茂 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療ｾﾝﾀｰ ⻘⽊ 茂 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療ｾﾝﾀｰ
2 ⻘⽊ 雅弘 医療法⼈⻘⽊医院 ⻘⽊ 雅弘 医療法⼈⻘⽊医院
3 安達 知⼦ ⺟⼦愛育会総合⺟⼦保健ｾﾝﾀｰ愛育病院 ⾚澤 美保 京都第⼀⾚⼗字病院
4 阿部 恵美⼦ 愛媛県⽴中央病院 朝倉 啓⽂
5 有澤 正義 東京都⽴⼤塚病院 安達 知⼦ ⺟⼦愛育会総合⺟⼦保健ｾﾝﾀｰ愛育病院
6 池⽥ 智明 三重⼤学⼤学院医学系研究科 阿部 恵美⼦ 愛媛県⽴中央病院
7 池⽥ 裕美枝 神⼾市⽴医療ｾﾝﾀｰ中央市⺠病院 有澤 正義 東京都⽴⼤塚病院
8 池ノ上 学 慶應義塾⼤学医学部 池⽥ 智明 三重⼤学⼤学院医学系研究科
9 池上 信夫 ⾼知⼤学医学部附属病院 池⽥ 朋⼦ 愛媛県⽴中央病院

10 池⾕ 美樹 横浜市⽴みなと⾚⼗字病院 池⽥ 裕美枝 神⼾市⽴医療ｾﾝﾀｰ中央市⺠病院
11 ⽯原 佳奈 ⻘森県⽴中央病院 池ノ上 学 慶應義塾⼤学医学部
12 磯 和男 磯産婦⼈科医院 池ノ上 克 宮崎⼤学
13 板倉 敦夫 順天堂⼤学医学部 池上 信夫 ⾼知⼤学医学部附属病院
14 伊藤 茂 桜台ﾏﾀﾆﾃｨｸﾘﾆｯｸ 池⾕ 美樹 横浜市⽴みなと⾚⼗字病院
15 伊藤 雄⼆ 市⽴恵那病院 ⽯原 佳奈 ⻘森県⽴中央病院
16 岩⽥ みさ⼦ 都⽴⼤塚病院 磯 和男 磯産婦⼈科医院
17 上⾥ 忠好 愛和病院 板倉 敦夫 順天堂⼤学医学部
18 上野 ⿇理⼦ 東京⼥⼦医科⼤学東医療ｾﾝﾀｰ 伊藤 茂 桜台ﾏﾀﾆﾃｨｸﾘﾆｯｸ
19 衛藤 英理⼦ 岡⼭⼤学病院 伊藤 雄⼆ 市⽴恵那病院
20 遠藤 聡⼦ 遠藤産婦⼈科 岩下 光利 久我⼭病院
21 ⼤⽯ 舞⾹ 弘前⼤学医学部 岩⽥ みさ⼦ 都⽴⼤塚病院
22 ⼤⼝ 昭英 ⾃治医科⼤学 上⾥ 忠好 愛和病院
23 太⽥ 圭⼀ つがる総合病院 上野 ⿇理⼦ 東京⼥⼦医科⼤学東医療ｾﾝﾀｰ
24 ⼤槻 克⽂ 昭和⼤学江東豊洲病院 上野 愛実 愛媛⼤学医学部附属病院
25 ⼤場 隆 熊本⼤学⼤学院⽣命科学研究部 衛藤 英理⼦ 岡⼭⼤学病院
26 ⼤本 佳恵 おおもとｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 遠藤 聡⼦ 遠藤産婦⼈科
27 ⼩川 正樹 ⼤⽯ 舞⾹ 弘前⼤学医学部
28 笠井 絢⼦ 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療ｾﾝﾀｰ ⼤⼝ 昭英 ⾃治医科⼤学
29 春⽇ 義史 慶應義塾⼤学病院 太⽥ 圭⼀ つがる総合病院
30 ⾦井 誠 信州⼤学医学部 ⼤槻 克⽂ 昭和⼤学江東豊洲病院
31 上塘 正⼈ ⿅児島市⽴病院 ⼤場 隆 熊本⼤学⼤学院⽣命科学研究部
32 神元 有紀 三重中央医療ｾﾝﾀｰ ⼤本 裕之 おおもとｳｲﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ
33 ⻲井 良政 埼⽟医科⼤学病院 ⼤本 佳恵 おおもとｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ
34 河上 祥⼀ 福⽥病院 ⼩川 正樹
35 菊地 範彦 信州⼤学医学部附属病院 ⼩⼭ 理恵 岩⼿医科⼤学
36 紀 愛美 宮崎⼤学医学部附属病院 恩⽥ 威⼀
37 ⽊村 正 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 笠井 絢⼦ 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療ｾﾝﾀｰ
38 釘島 ゆかり 新宿ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 春⽇ 義史 慶應義塾⼤学病院
39 倉澤 健太郎 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療ｾﾝﾀｰ ⾦井 誠 信州⼤学医学部
40 上妻 友隆 国⽴病院機構佐賀病院 上塘 正⼈ ⿅児島市⽴病院
41 古賀 千悠 神元 有紀 三重中央医療ｾﾝﾀｰ
42 ⼩島 千⾹ あかつきｳｲﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ ⻲井 良政 埼⽟医科⼤学病院
43 児⽟ 由紀 宮崎⼤学医学部 河上 祥⼀ 福⽥病院
44 ⼩林 藍⼦ ふれあい横浜ﾎｽﾋﾟﾀﾙ 菊地 範彦 信州⼤学医学部附属病院
45 ⼩林 久晃 ⼀社駅前こばやしﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 紀 愛美 宮崎⼤学医学部附属病院
46 ⼩林 良成 四⽇市ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ ⽊野 秀郷 ⽊野産婦⼈科
47 近藤 さやか 五島中央病院 ⽊村 正 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科
48 齋藤 美貴 健⽣病院 釘島 ゆかり 新宿ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ
49 佐久本 薫 沖縄県⽴南部医療ｾﾝﾀｰ 久保 紀夫
50 佐々⽊ 公則 ⼠別市⽴病院 倉澤 健太郎 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療ｾﾝﾀｰ

産婦⼈科領域 被選挙⼈ 121名（⽴候補資格のある⽅） 産婦⼈科領域 選挙⼈ 176名（投票資格のある⽅）



51 定⽅ 久延 桐⽣厚⽣綜合病院 ⿊島 淳⼦
52 佐藤 志織 成育医療研究ｾﾝﾀｰ 上妻 友隆 国⽴病院機構佐賀病院
53 佐藤 孝洋 宮城厚⽣協会坂総合病院 古賀 千悠
54 鮫島 浩 学校法⼈宮崎⼤学 ⼩島 千⾹ あかつきｳｲﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ
55 篠﨑 博光 群⾺⼤学⼤学院保健学研究科 児⽟ 由紀 宮崎⼤学医学部
56 篠原 康⼀ 愛知医科⼤学 ⼩林 藍⼦ ふれあい横浜ﾎｽﾋﾟﾀﾙ
57 下屋 浩⼀郎 川崎医科⼤学 ⼩林 久晃 ⼀社駅前こばやしﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ
58 杉⼭ 隆 愛媛⼤学医学部附属病院 ⼩林 良成 四⽇市ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ
59 鈴⽊ 弘美 ﾊﾟﾙﾓｱ病院 近藤 英治 熊本⼤学⼤学院⽣命科学研究部
60 鈴⽊ りか ⼤原綜合病院 近藤 さやか 五島中央病院

61 ⾼⽊ 健次郎
⾃治医科⼤学医学部附属さいたま医療ｾﾝ
ﾀｰ

齋藤 昌利 東北⼤学病院

62 髙原 悦⼦ 齋藤 美貴 健⽣病院
63 ⽥北 薫⼦ ⼤分⼤学 榮 詩帆 ⿅児島⼤学病院
64 ⽵⽥ 善治 ⺟⼦愛育会総合⺟⼦保健ｾﾝﾀｰ愛育病院 坂本 雅恵 総合病院⼟浦共同病院
65 楯 健司 たて産婦⼈科 佐川 典正 ⾳⽻病院
66 ⽥中 幹⼆ 弘前⼤学医学部附属病院 佐久本 薫 沖縄県⽴南部医療ｾﾝﾀｰ
67 ⽥中 守 慶應義塾⼤学医学部 佐々⽊ 公則 ⼠別市⽴病院
68 ⾕垣 伸治 杏林⼤学医学部 佐々⽊ 聖⼦ 三菱京都病院
69 千草 義継 京都⼤学医学部附属病院 定⽅ 久延 桐⽣厚⽣綜合病院
70 永井 義雄 佐藤 亜美 聖路加国際病院
71 永井 ⽴平 ⾼知医療ｾﾝﾀｰ 佐藤 志織 成育医療研究ｾﾝﾀｰ
72 中後 聡 ⾼槻病院 佐藤 孝洋 宮城厚⽣協会坂総合病院
73 中島 義之 東京⼥⼦医科⼤学附属⼋千代医療ｾﾝﾀｰ 佐藤 雄⼀ 産科婦⼈科舘佐藤病院
74 中⻄ 沙由理 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療ｾﾝﾀｰ 鮫島 浩 学校法⼈宮崎⼤学
75 中村 哲⽣ なかむらﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 篠﨑 博光 群⾺⼤学⼤学院保健学研究科
76 成瀬 勝彦 奈良県⽴医科⼤学 篠原 康⼀ 愛知医科⼤学
77 ⻄郡 秀和 福島県⽴医科⼤学 島袋 剛⼆ ⼟浦協同病院
78 ⻄脇 哲⼆ 千葉市⽴⻘葉病院 下屋 浩⼀郎 川崎医科⼤学
79 野平 知良 東京医科⼤学 進藤 亮輔 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療ｾﾝﾀｰ
80 橋⼝ 和⽣ 東京⼥⼦医科⼤学 菅原 準⼀ 東北⼤学
81 秦 ひろか 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科⼤学病院 杉⼭ 隆 愛媛⼤学医学部附属病院
82 蜂須賀 正紘 はちすが産婦⼈科⼩児科医院 杉⼭ 陽⼀
83 原 澄⼦ 東京衛⽣ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁ病院 鈴⽊ 弘美 ﾊﾟﾙﾓｱ病院
84 肥後 貴史 古賀総合病院 鈴⽊ りか ⼤原綜合病院
85 廣瀬 雅哉 兵庫県⽴尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ 関 博之 埼⽟医科⼤学総合医療ｾﾝﾀｰ
86 深津 真⼸ 沖縄県⽴北部病院 ⾼⽊ 健次郎 ⾃治医科⼤学医学部附属さいたま医療ｾﾝﾀｰ
87 福⽥ 雅史 ⻑崎医療ｾﾝﾀｰ 髙原 悦⼦
88 冨着 泉 ⼥性内科ｵﾚﾝｼﾞ ⽥北 薫⼦ ⼤分⼤学
89 ⾈⼭ 幸 ⽵⽥ 善紀 奈良県⽴医科⼤学
90 古川 誠志 河北総合病院 ⽵⽥ 善治 ⺟⼦愛育会総合⺟⼦保健ｾﾝﾀｰ愛育病院
91 古橋 芙美 ⽵村 真紀 ⼩阪産病院
92 前川 有⾹ 楯 健司 たて産婦⼈科
93 前⽥ 和寿 四国こどもとおとなの医療ｾﾝﾀｰ ⽥中 幹⼆ 弘前⼤学医学部附属病院
94 前⽥ 隆嗣 ⿅児島市⽴病院 ⽥中 守 慶應義塾⼤学医学部
95 牧 尉太 岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬総合研究科 ⽥中 優花 東京医療ｾﾝﾀｰ
96 正岡 直樹 東京⼥⼦医科⼤学 ⾕垣 伸治 杏林⼤学医学部
97 増本 由美 千草 義継 京都⼤学医学部附属病院
98 増⼭ 寿 岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科 哲翁 正博 哲翁病院
99 松川 ⾼久 久保⽥産婦⼈科病院 ⼟井 宏太郎 宮崎⼤学医学部

100 松⽥ 義雄 東峯婦⼈ｸﾘﾆｯｸ 堂園 渓 ⼩⼭記念病院



101 ⾺淵 亜希 京都府⽴医科⼤学付属病院 友坂 真理⼦ 板橋中央総合病院
102 ⽔本 賀⽂ みずもとﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 友⽥ 昭⼆
103 三⾕ 穣 福⽥病院 豊⽥ ⻑康 鈴⿅医療科学⼤学
104 光⽥ 信明 ⼤阪⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ 永井 義雄
105 宮越 敬 聖⺟会聖⺟病院 永井 ⽴平 ⾼知医療ｾﾝﾀｰ
106 宮原 通夫 宮原ｸﾘﾆｯｸ 中後 聡 ⾼槻病院
107 村林 奈緒 俵IVEｸﾘﾆｯｸ 中島 義之 東京⼥⼦医科⼤学附属⼋千代医療ｾﾝﾀｰ
108 森川 守 関⻄医科⼤学 中⻄ 研太郎 旭川医科⼤学
109 ⽮﨑 聡 ⽮崎医院 中⻄ 沙由理 横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療ｾﾝﾀｰ
110 安⽇ ⼀郎 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⻑崎医療ｾﾝﾀｰ 中野 志保
111 ⼭⼝ 博⽂ ⼭⼝産婦⼈科 中林 正雄 ⺟⼦愛育会総合⺟⼦保健ｾﾝﾀｰ
112 ⼭﨑 悠紀 ⾼岡市⺠病院 中村 哲⽣ なかむらﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ
113 ⼭下 隆博 総合⺟⼦保健ｾﾝﾀｰ愛育病院 永易 洋⼦ ⼤阪医科薬科⼤学
114 ⼭下 洋 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⻑崎医療ｾﾝﾀｰ 成瀬 勝彦 奈良県⽴医科⼤学
115 ⼭⽥ 秀⼈ ⼿稲渓仁会病院 ⻄郡 秀和 福島県⽴医科⼤学
116 由良 茂夫 由良産婦⼈科・⼩児科 ⻄脇 哲⼆ 千葉市⽴⻘葉病院
117 横⼭ 真紀 市⽴宇和島病院 野平 知良 東京医科⼤学
118 横⼭ 美奈⼦ 弘前⼤学医学部 橋⼝ 和⽣ 東京⼥⼦医科⼤学
119 吉⽥ 純 ⽇本⼼臓⾎圧研究振興会榊原記念病院 秦 ひろか 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科⼤学病院
120 吉⽥ 幸洋 順天堂⼤学浦安病院 蜂須賀 正紘 はちすが産婦⼈科⼩児科医院
121 吉松 淳 国⽴循環器病研究ｾﾝﾀｰ 濱⽥ 洋実 筑波⼤学医療系
122 原 澄⼦ 東京衛⽣ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁ病院
123 肥後 貴史 古賀総合病院
124 兵藤 博信 東京都⽴墨東病院
125 平松 祐司 岡⼭市総合医療ｾﾝﾀｰ
126 廣瀬 雅哉 兵庫県⽴尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ
127 深津 真⼸ 沖縄県⽴北部病院
128 福⽥ 雅史 ⻑崎医療ｾﾝﾀｰ
129 藤嶋 明⼦ 秋⽥⼤学医学部附属病院
130 冨着 泉 ⼥性内科ｵﾚﾝｼﾞ
131 ⾈⼭ 幸
132 古川 誠志 河北総合病院
133 古橋 芙美
134 堀 ⼤蔵 聖ﾏﾘｱ病院
135 前川 有⾹
136 前⽥ 和寿 四国こどもとおとなの医療ｾﾝﾀｰ
137 前⽥ 隆嗣 ⿅児島市⽴病院
138 牧 尉太 岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬総合研究科
139 正岡 直樹 東京⼥⼦医科⼤学
140 増本 由美
141 増⼭ 寿 岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科
142 松井 尚彦 東京衛⽣ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｽﾄ病院
143 松川 ⾼久 久保⽥産婦⼈科病院
144 松⽥ 義雄 東峯婦⼈ｸﾘﾆｯｸ
145 松本 信⼀郎 宗像⽔光会総合病院
146 松本 有紀 ⾜⽴病院
147 ⾺淵 亜希 京都府⽴医科⼤学付属病院
148 ⽔本 賀⽂ みずもとﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ
149 三⽥尾 賢 広島共⽴病院
150 三⾕ 穣 福⽥病院
151 光⽥ 信明 ⼤阪⺟⼦医療ｾﾝﾀｰ



152 宮越 敬 聖⺟会聖⺟病院
153 宮原 通夫 宮原ｸﾘﾆｯｸ
154 宗⽥ 哲男 宗⽥ﾏﾀﾆﾃｨｸﾘﾆｯｸ
155 村上 京⼦ 村上病院
156 村林 奈緒 俵IVEｸﾘﾆｯｸ
157 望⽉ 眞⼈ 社会保険神⼾中央病院
158 森川 肇 若宮病院
159 森川 守 関⻄医科⼤学
160 ⽮﨑 聡 ⽮崎医院
161 安⽇ ⼀郎 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⻑崎医療ｾﾝﾀｰ
162 ⼭⼝ 博⽂ ⼭⼝産婦⼈科
163 ⼭﨑 悠紀 ⾼岡市⺠病院
164 ⼭下 隆博 総合⺟⼦保健ｾﾝﾀｰ愛育病院
165 ⼭下 洋 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⻑崎医療ｾﾝﾀｰ
166 ⼭⽥ 秀⼈ ⼿稲渓仁会病院
167 ⼭本 樹⽣ 春⽇部市⽴医療ｾﾝﾀｰ
168 ⼭本 賢史 神奈川県⽴こども医療ｾﾝﾀｰ
169 由良 茂夫 由良産婦⼈科・⼩児科
170 横⼭ 真紀 市⽴宇和島病院
171 横⼭ 美奈⼦ 弘前⼤学医学部
172 吉⽥ 純 ⽇本⼼臓⾎圧研究振興会榊原記念病院
173 吉⽥ ⾹織 佐渡総合病院
174 吉⽥ 幸洋 順天堂⼤学浦安病院
175 吉松 淳 国⽴循環器病研究ｾﾝﾀｰ
176 和⽥ 雅樹 東京⼥⼦医科⼤学


