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委員会 氏  名 ふりがな 党派 選挙区 会館 会館TEL 会館FAX  地元〒 地元事務所 又は 自宅住所 地元TEL Emailアドレス 医療関係

委員長 国井 正幸 くにい まさゆき 自民 栃木 609 3508-8609 5512-2609 321-3412 栃木県芳賀郡市貝町田野辺696-2 0285-68-2197 mail@kunii.ne.jp

理事 武見 敬三 たけみ けいぞう 自民 比例 521 3508-8521 5512-2521 154-0012 東京都世田谷区駒沢1-2-6 k-takemi@po.iijnet.or.jp

理事 藤井 基之 ふじい もとゆき 自民 比例 536 3508-8536 3508-4536 100-8962
東京都千代田区永田町2-1-1 参議院
議員会館536

03-3508-8536 http://www.mfujii.gr.jp/ 薬学博士、厚生省出身

理事 辻  泰弘 つじ やすひろ 民主 兵庫 402 3508-8402 5512-2402 650-0004
兵庫県神戸市中央区中山手通3-12-5
松田山手ビル2F

078-230-8824 yasuhiro_tsuji01@sangiin.go.jp

理事 山本 孝史 やまもと たかし 民主 大阪 431 3508-8431 3581-7610 540-0033
大阪府大阪市中央区石町2-1-7 天満
橋グリーンコーポラス514

06-6943-1521 office@ytakashi.net

理事 遠山 清彦 とおやま きよひこ 公明 比例 203 3508-8203 5512-2203 167-0032 東京都杉並区天沼3-34-38 03-5397-3699 tk@toyamakiyohiko.com

委員 金田 勝年 かねだ かつとし 自民 秋田 708 3508-8708 5512-2708 010-0904 秋田県秋田市保戸野原の町12-34 018-865-0080 katsutoshi_kaneda@sangiin.go.jp

委員 坂本 由紀子 さかもと ゆきこ 自民 静岡 523 3508-8523 5512-2523

委員 田浦  直 たうら ただし 自民 長崎 416 3508-8416 5512-2416 850-0876 長崎県長崎市賑町7-7 095-823-4556
webmaster@taura-tadashi.com

医師

委員 伊達 忠一 だて ちゅういち 自民 北海道 413 3508-8413 5156-8070 060-0002
北海道札幌市中央区北二条西3-1 札
幌ビル9F

011-207-5530 chuuichi_date01@sangiin.go.jp 検査技師

委員 中原  爽 なかはら そう 自民 比例 206 3508-8206 3595-3110 167-0054 東京都杉並区松庵1-17-4 03-3332-0272 http://www.nakahara-soh.com/
医師・歯科医師、元日本
歯科医師会会長

委員 中村 博彦 なかむら ひろひこ 自民 比例 408 3508-8408 5512-2408

委員 西島 英利 にしじま ひでとし 自民 比例 726 3508-8726 3508-8726

委員 南野 知惠子 のおの ちえこ 自民 比例 341 3508-8341 3503-6887 755-0094 山口県宇部市ひらき台2-1-3 0836-31-8307 chieko_noono01@sangiin.go.jp
元厚労副大臣、元日赤看
護大教授

委員 水落 敏栄 みずおち としえい 自民 比例 631 3508-8631 5512-2631

委員 足立 信也 あだち しんや 民主 大分 425 3508-8425 5512-2425

委員 朝日 俊弘 あさひ としひろ 民主 比例 618 3508-8618 5512-2618 650-0004
兵庫県神戸市中央区中山手通4-17-2
セントラルビル3F

078-265-3410 toshihiro_asahi@sangiin.go.jp 医師精神科

委員 家西  悟 いえにし さとる 民主 比例 715 3508-8715 3508-9150

委員 小林 正夫 こばやし まさお 民主 比例 204 3508-8204 5512-2204

委員 柳沢 光美 やなぎさわ みつよし 民主 比例 327 3508-8327 5512-2327

委員 柳田  稔 やなぎだ みのる 民主 広島 232 3508-8232 5512-2232 720-0043 広島県福山市船町2-5 岩部第5ビル 084-927-3520 minoru_yanagida@sangiin.go.jp

委員 連   舫 れん ほう 民主 東京 214 3508-8214 5512-2214

委員 草川 昭三 くさかわ しょうぞう 公明 比例 202 3508-8202 5512-5400 481-0041
愛知県西春日井郡西春町九之坪寺領
41

0568-23-5557  ―――――

委員 小池  晃 こいけ あきら 共産 比例 725 3508-8725 3508-8725 174-0063 東京都板橋区前野町1-21-5-301 info@a-koike.gr.jp 医師

委員 福島 瑞穂 ふくしま みずほ 社民 比例 506 3508-8506 3500-4640 100-8962
東京都千代田区永田町2-1-1 参議院
議員会館506

03-3508-8506 mizuho-office@jca.apc.org

参議院厚生労働委員会 名簿


