
終末期における本人意思の尊重を考える議員連盟

５０音順　 2021年3月29日

衆議院新第１議員会館 衆議院新第２議員会館 参議院新議員会館

議員名 党派 部屋番 選挙区 議員名 党派 部屋番 選挙区 議員名 党派 部屋番 選挙区

逢沢　一郎 自民 505 岡山１区 穴見　陽一 自民 520 大分１区 青木　一彦 自民 814 鳥取・島根

秋元　　司 自民 524 東京１５区 安藤　高夫 自民 1203 比・東京 石井　苗子 維新 1115 比例

麻生　太郎 自民 301 福岡８区 池田　真紀 立憲 415 比・北海道 石井　正弘 自民 1214 岡山

足立　康史 維新 1016 比・近畿 池田　佳隆 自民 511 比・東海 石川　博崇 公明 616 大阪

阿部　俊子 自民 514 岡山３区 石川　昭政 自民 1014 茨城５区 石田　昌宏 自民 1101 比例

泉　健太 立憲 817 京都３区 石田　真敏 自民 313 和歌山２区 磯﨑　仁彦 自民 624 香川

伊東　良孝 自民 623 北海道７区 石破　　茂 自民 515 鳥取１区 岡田　直樹 自民 807 石川

井上　貴博 自民 323 福岡１区 井出　庸生 自民 721 長野３区 小川　克巳 自民 405 比例

今枝  宗一郎 自民 422 愛知１４区 今村　雅弘 自民 1210 比・九州 尾辻　秀久 自民 515 鹿児島

遠藤　利明 自民 703 山形１区 岩屋　 　毅 自民 1209 大分３区 小野田　紀美 自民 318 岡山

大岡　敏孝 自民 619 滋賀１区 大口　善徳 公明 308 比・東海 片山　さつき 自民 420 比例

大串　正樹 自民 616 兵庫６区 逢坂　誠二 立憲 517 北海道８区 小西　洋之 立憲 915 千葉

大隈　和英 自民 303 比・近畿 大西　英男 自民 510 東京１６区 桜井　　 充 自民 512 宮城

大島　敦 立憲 420 埼玉・６区 岡本　充功 立憲 912 比・東海 山東　昭子 無所属 310 比例

奥野　総一郎 立憲 1119 比・南関東 柿澤　未途 立憲 611 比・東京 島村　　大 自民 415 神奈川

越智　隆雄 自民 1105 比・東京 門　　 博文 自民 217 比・近畿 末松　信介 自民 905 兵庫

海江田 万里 立憲 609 東京１区 金子　恭之 自民 410 熊本４区 杉尾　秀哉 立憲 724 長野

神山　佐市 自民 1121 埼玉７区 上川　陽子 自民 305 静岡１区 高野　光二郎 自民 421 高知

鴨下　一郎 自民 1023 東京１３区 河村　建夫 自民 302 山口３区 高橋　克法 自民 324 栃木

木原　誠二 自民 915 東京20区 北村　誠吾 自民 714 長崎４区 滝波　宏文 自民 307 福井

木村　弥生 自民 513 比・近畿 吉良　州司 無所属 707 比・九州 武見　敬三 自民 413 東京

源馬謙太郎 立憲 624 静岡８区 工藤　彰三 自民 218 愛知４区 田名部 匡代 立憲 1106 青森

小熊　慎司 立憲 808 比・東北 後藤　祐一 立憲 814 比・南関東 豊田　俊郎 自民 1213 千葉

小里　泰弘 自民 811 鹿児島３区 桜井　周 立憲 409 兵庫６区 中川　雅治 自民 904 東京

後藤　茂之 自民 704 長野４区 櫻田　義孝 自民 1117 千葉８区 長峯　　誠 自民 802 宮崎

後藤田 正純 自民 315 徳島１区 佐々木　紀 自民 301 石川２区 西田　昌司 自民 1110 京都

斎藤　洋明 自民 407 比・北信越 櫻井　周 立憲 409 比・近畿 野田　国義 立憲 323 福岡

佐藤　公治 立憲 1022 広島６区 佐々木　隆博 立憲 808 北海道６区 野村　哲郎 自民 1120 鹿児島

塩崎　恭久 自民 1102 愛媛１区 左藤　章 自民 924 大阪２区 長谷川　岳 自民 619 北海道

篠原　孝 立憲 719 長野１区 佐藤ゆかり 自民 815 比・近畿 羽生田　俊 自民 319 比例

城井　崇 立憲 807 福岡１０区 塩谷　   立 自民 1211 静岡８区 舟山　康江 国民 810 山形

白須賀　貴樹 無所属 1122 千葉１３区 重徳　和彦 立憲 909 愛知１２区 古川　俊治 自民 718 埼玉

鈴木　貴子 自民 1202 比・北海道 柴山　昌彦 自民 822 埼玉８区 増子　輝彦 自民 602 福島

鈴木　俊一 自民 1001 岩手２区 篠原　豪 立憲 608 比・南関東 松下　新平 自民 824 宮崎

鈴木　憲和 自民 416 山形２区 下村　博文 自民 622 東京１１区 丸川　珠代 自民 902 東京

田嶋　   要 立憲 1215 比・南関東 新谷　正義 自民 805 広島４区 三原じゅん子 自民 823 神奈川

谷川　とむ 自民 1104 比・近畿 末松　義規 立憲 1008 比・東京 宮島　喜文 自民 601 比例

玉木  雄一郎 国民 706 香川２区 関　健一郎 立憲 807 比・東海 森屋　宏 自民 502 山梨

田村　憲久 自民 902 三重1区 武井　俊輔 自民 1017 宮崎１区 山田　俊男 自民 809 比例

土屋　品子 自民 402 埼玉１３区 田中　英之 自民 604 京都４区 山本　順三 自民 1019 愛媛

渡嘉敷奈緒美 自民 1002 大阪７区 津村　啓介 立憲 806 比・中国 吉川　有美 自民 412 三重

永岡　桂子 自民 714 比・北関東 冨岡　 　勉 自民 421 比・九州 渡辺　猛之 自民 325 岐阜

中川　正春 立憲 519 三重２区 中島　克仁 立憲 723 山梨１区

野田　聖子 自民 504 岐阜１区 中谷　   元 自民 1222 高知１区

濱村　進 公明 720 比・近畿 中谷　真一 自民 215 比・南関東 党派別

原口　一博 立憲 307 佐賀１区 長妻　　昭 立憲 706 東京７区 党派 衆議院 参議院 計

平井　卓也 自民 1024 香川１区 中村　裕之 自民 406 北海道４区 自民 82 34 116

前原　誠司 国民 809 京都２区 野田　　 毅 自民 303 熊本２区 公明 4 1 5

牧　義夫 立憲 305 比・東海 橋本  　 岳 自民 306 岡山４区 維新 1 1 2

枡屋　敬梧 公明 801 比・中国 日吉　雄太 立憲 321 比・東海 立憲 35 4 39



松島  みどり 自民 709 東京１４区 福井　　照 自民 1114 比・四国 国民 4 1 5

松本　   純 無所属 302 神奈川１区 古川　元久 国民 1006 愛知2区 無所属 4 1 5

松本　文明 自民 409 比・東京 古屋　範子 公明 502 比・南関東 計 130 42 172

御法川　信英 自民 901 秋田３区 堀越　啓仁 立憲 602 比・北関東

三原　朝彦 自民 912 福岡９区 松原　　仁 立憲 709 比・東京

宮内　秀樹 自民 604 福岡４区 三ツ林　裕巳 自民 522 埼玉14区

宮路　拓馬 自民 311 比・九州 森山　浩行 立憲 比・近畿

宮下　一郎 自民 1207 長野５区 山尾志桜里 国民 724 愛知７区

村井　英樹 自民 911 埼玉1区 山口　俊一 自民 412 徳島２区

森山　　 裕 自民 515 鹿児島４区 山下　貴司 自民 719 岡山２区

矢上　雅義 立憲 313 熊本４区 山田　美樹 自民 917 比・東京

山川　百合子 立憲 807 比・北関東 山本　幸三 自民 915 福岡１０区

山本　有二 自民 316 比・四国 吉田　統彦 立憲 322 比・東海

笠　 　浩史 無所属 408 神奈川９区 鷲尾　英一郎 自民 208 新潟２区

渡海紀三朗 自民 1109 兵庫１０区

渡辺　孝一 自民 520 比・北海道


