
地域薬剤師会 代議員名 地域薬剤師会 代議員名 地域・職域薬剤師会 代議員名

1 北区北 木村雅英 69 堺 石川照久 137 布施 小林勝也
2 北区北 坂東俊完 70 岸和田 前川和男 138 布施 粕谷徳雅
3 北区北 岡部まさえ 71 岸和田 羽岡秀幸 139 布施 柴田匡介
4 北区大淀 竹村あつ子 72 岸和田 岡本庄一 140 河内 川口秀子
5 都島 北村祥一 73 豊中 井上祥宏 141 河内 鴨池伸治
6 都島 佐藤明子 74 豊中 森川幸次 142 枚岡 本田浩
7 福島 嶋村光世 75 豊中 六車浩司 143 泉南 梅田正博
8 福島 浜野光弘 76 豊中 光在隆 144 大阪狭山 南啓二
9 此花 山本晃敬 77 豊中 谷上由美子 145 藤井寺 藤原伸哉
10 中央区東 藤波美津子 78 池田 安井好次郎 146 藤井寺 早川純子
11 中央区東 宮卓子 79 池田 野呂美里 147 病院診療所 宮本雅彦
12 中央区南 荒井正敏 80 吹田 三田康子 148 病院診療所 東海秀吉
13 中央区南 東田倫子 81 吹田 杉野己代子 149 病院診療所 長谷圭悟
14 西 村井扶 82 吹田 山口晴巨 150 教職 藤田芳一
15 西 能西一美 83 吹田 大森万峰子 151 大阪府庁 南憲二
16 港 鳥居泰宏 84 吹田 平山淑美 152 大阪市役所 松井澄美子
17 港 遠藤克代 85 泉大津 辻内秀美 153 第一三共 曽我部敏昭
18 大正 金城鉄男 86 泉大津 山本真也 154 田辺三菱製薬 藤村祐子
19 天王寺 津田宜志 87 高槻 石田佳弘 155 森下仁丹 波多野由美
20 天王寺 平井英樹 88 高槻 松尾浩 156 道修町 井村哲
21 天王寺 村田久枝 89 高槻 三宅良宏 157 道修町 北野隆志
22 浪速 天野稔 90 高槻 芦田泰弦 158 道修町 南明宏
23 浪速 杉浦丈仁 91 高槻 東口大輔
24 西淀川 小西明 92 貝塚 伊藤眞里子
25 西淀川 宇髙重人 93 守口 岩佐聖二
26 淀川 森本定則 94 守口 宮西隆
27 淀川 廣田憲威 95 守口 刀根真由子
28 淀川 吉川茂男 96 枚方 小島弘子
29 東淀川 上田勢一 97 枚方 上羽敏明
30 東淀川 西井弘幸 98 枚方 金本哲二
31 東成 高田光治 99 枚方 廣橋一晃
32 東成 藤原洋一 100 枚方 金田右季
33 生野 田中雅隆 101 枚方 大濵顕二
34 生野 久世篤史 102 茨木 阪本惠子
35 生野 有澤幸大 103 茨木 加藤信幸
36 旭 庄司佳子 104 茨木 谷本多三夫
37 旭 入江啓子 105 茨木 虎谷美幸
38 城東 関野裕子 106 八尾 中野道雄
39 城東 宮澤幸子 107 八尾 小林美智夫
40 城東 亀高里津子 108 八尾 潮田龍一郎
41 鶴見 赤崎智章 109 泉佐野 南尚孝
42 鶴見 古家一武志 110 泉佐野 土井義仁
43 阿倍野 日髙眞理 111 富田林 南貞子
44 阿倍野 水野直子 112 富田林 大塚早苗
45 住之江 髙﨑健一 113 寝屋川 寒川慶一
46 住之江 木村昌弘 114 寝屋川 田中尚美
47 住吉 栗生正也 115 寝屋川 澤田昇
48 住吉 伊豆和美 116 河内長野 船多大
49 住吉 宮西真則 117 河内長野 永田哲也
50 住吉 宮垣佐保 118 松原 岡山純子
51 東住吉 濱口政巳 119 松原 磯野元三
52 東住吉 濱口政之 120 北河内 西野稔
53 平野 稲田裕彦 121 北河内 岩本昌英
54 平野 平野孝明 122 北河内 南野信二
55 平野 安永政利 123 和泉 辻中康幸
56 西成 藤井博昭 124 和泉 本山睦子
57 西成 伊藤明 125 和泉 植野鳴美
58 西成 李美佐 126 箕面 藤本年朗
59 堺 鈴木利次 127 箕面 今西恵施
60 堺 八野芳已 128 柏原 吉本宏一
61 堺 宮川道英 129 柏原 森貞樹
62 堺 石坂敏彦 130 羽曳野 小林治栄
63 堺 岩前茂裕 131 羽曳野 長谷栄
64 堺 冨地信行 132 門真 池上眞弓
65 堺 柿本眞紀 133 門真 山中英典
66 堺 谷森佳弘 134 摂津 石田行司
67 堺 野上貴三子 135 高石 奥野拓
68 堺 柚本アヤ子 136 布施 山下正洋

代議員名簿（令和２年度・令和３年度）



地域薬剤師会 代議員名 地域薬剤師会 代議員名 地域・職域薬剤師会 代議員名

1 北区北 小山美鈴 50 堺 籾山陽子 99 門真 田邉信博
2 北区北 武居智英子 51 堺 是川美里 100 摂津
3 北区大淀 52 堺 横田弘 101 高石
4 都島 岡修司 53 岸和田 山本昇 102 布施 合田大佑
5 都島 鈴木雅登 54 岸和田 炭谷文香 103 布施 島裕之
6 福島 55 岸和田 前田悦嗣 104 布施 北未来
7 此花 木村公彦 56 豊中 牧野裕子 105 布施 粟津誠之
8 中央区東 後藤育代 57 豊中 峯垣久美子 106 河内 萬野智昭
9 中央区東 辻澤芳明 58 豊中 三河佐知子 107 河内 和泉原匠
10 中央区南 藤井義博 59 豊中 水谷操 108 枚岡 井上剛
11 中央区南 大原博仁 60 豊中 林未張 109 泉南 吉田茂
12 西 大江雅彦 61 池田 本西俊夫 110 大阪狭山 村上肇
13 西 江東佐知子 62 池田 山中正弘 111 藤井寺 中西秀之
14 港 山野謙介 63 吹田 立木靖子 112 病院診療所 岩城晶文
15 大正 山﨑俊一 64 吹田 竹内雅子 113 病院診療所 久岡清子
16 天王寺 藤澤里真 65 吹田 濱野昌子 114 教職 西野隆雄
17 天王寺 三木敦代 66 泉大津 小林佳洋 115 大阪府庁 嶋田慎一
18 天王寺 田中香子 67 泉大津 藤原謙一 116 大阪市役所 福永純伸
19 浪速 小泉由美子 68 高槻 東田由美 117 第一三共
20 浪速 坂尾聡 69 高槻 玉置香 118 田辺三菱製薬
21 西淀川 藩守一朗 70 高槻 市原仁美 119 森下仁丹
22 淀川 眞井英明 71 貝塚 金子勝俊 120 道修町
23 淀川 増井一英 72 守口 清田惠子 121 薬業卸
24 東淀川 生島明美 73 守口 明石吉弘
25 東淀川 松前知恵子 74 守口 増田眞一
26 東成 75 枚方 植村明代
27 生野 嶌岡尚子 76 枚方 柳村恵子
28 生野 三浦朗子 77 茨木 千葉泰弘
29 生野 筒井友晴 78 茨木 尾﨑博昭
30 旭 入江啓子 79 茨木 川田浩平
31 城東 佐々木実 80 茨木 宮本潤子
32 城東 野入尊子 81 八尾 稲村正宏
33 鶴見 冨田吉彦 82 八尾 山村万里子
34 阿倍野 廣瀬隆 83 泉佐野 石田さゆり
35 住之江 堤秀基 84 富田林 大橋甲三郎
36 住之江 金沢一樹 85 富田林 遠山幸男
37 住吉 星野満子 86 寝屋川 山本かづ代
38 東住吉 山田公一 87 寝屋川 城田浩一
39 東住吉 柳井英之 88 寝屋川 梶田陽之
40 平野 北口美樹 89 河内長野 澤田清信
41 西成 尾辻利章 90 松原 松本すみよ
42 西成 岡本弥栄子 91 松原 磯野一恵
43 西成 南宏和 92 北河内 大谷榮
44 堺 佐野智 93 和泉
45 堺 喜田幸宏 94 箕面 野浪利文
46 堺 岡田明美 95 箕面 山口美代子
47 堺 宮奥善恵 96 柏原 小川尚子
48 堺 中辻里美 97 柏原 北川浩子
49 堺 村上弦大 98 羽曳野

補欠の代議員名簿（令和２年度・令和３年度）


