創立 40 周年記念事業募金寄付者ご芳名（敬称略）
（掲載の承諾を得た方のみ）
竹越
襄（石川県）
松本 忠美（石川県）
栂
博久（石川県）
角田 弘一（石川県）
山下 公一（石川県）
相引 眞幸（愛媛県）
浅野 定弘（滋賀県）
畔原 宏明（石川県）
荒木きみ枝（石川県）
池田 崇之（石川県）
池渕 公博（石川県）
石川
勲（石川県）
石橋 隆治（石川県）
井田ミサ子（石川県）
伊藤
透（石川県）
今田 直孝（富山県）
岩井 邦充（石川県）
岩淵 邦芳（石川県）
植田 俊郎（岩手県）
魚谷 儀一（石川県）
浦田 哲郎（富山県）
及川
卓（石川県）
大窪 美貴（石川県）
太田 絹子（富山県）
岡田 一雄（東京都）
岡野喜久一（山口県）
奥田 隆彦（大阪府）
小倉 克彦（北海道）
恩道 正博（石川県）
角野
守（石川県）
梶波 康二（石川県）
金﨑 啓造（石川県）
加納 千春（富山県）
川﨑 康弘（石川県）
上端 雅則（石川県）
岸邊 美幸（石川県）
北岡 和代（石川県）
北村
修（石川県）
木ノ内ちか子（石川県）
木村 正子（新潟県）
久野 成人（京都府）
熊井 則夫（宮城県）
鍬先 清一（長崎県）
甲野 裕之（石川県）
小島ひとみ（富山県）
小林 淳二（石川県）
小堀
勝（石川県）
古家 大祐（滋賀県）
最勝寺正智（長崎県）
坂井 恵子（石川県）
坂口友紀子（石川県）
佐川 元保（石川県）
佐竹 史子（大阪府）
佐野 泰彦（石川県）
志賀 英明（石川県）
篠原 治道（富山県）
柴山 卓也（石川県）
島田 賢一（石川県）
正 健一郎（兵庫県）
白川 尚哉（富山県）
杉原 一良（石川県）
鈴木 孝治（石川県）

髙島 茂樹（石川県）
齋藤 人志（石川県）
神田 享勉（富山県）
吉田 勝明（神奈川県）
大田
修（石川県）
青野
允（北海道）
朝日 俊明（石川県）
安土 幸恵（富山県）
有沢 晴美（富山県）
池田 法子（石川県）
生駒 尚秀（石川県）
石倉 直敬（石川県）
石橋 庸司（福岡県）
市岡 弘光（千葉県）
伊藤 智彦（石川県）
今村 秀嗣（宮城県）
岩崎 高明（東京都）
岩堀 博敏（福井県）
上田 正博（石川県）
薄田 勝男（石川県）
浦野
豊（長野県）
及川陽三郎（石川県）
大久保優子（石川県）
大戸 和雄（石川県）
岡田
均（石川県）
岡宗眞一郎（三重県）
奥田 鉄人（石川県）
長田ひろみ（石川県）
海道 俊克（石川県）
影近 謙治（石川県）
片山 壽夫（富山県）
金﨑めぐみ（石川県）
鎌仲 久恵（富山県）
川嶋 政広（石川県）
神林 敦彦（岩手県）
岸本 一夫（兵庫県）
北川 純子（石川県）
北村 優子（石川県）
木下 英理（石川県）
木村 洋輔（石川県）
久能 正之（福岡県）
熊井 惠美（北海道）
小池 美江（埼玉県）
河野 美幸（石川県）
小瀬戸佐知代（鹿児島県）
小林 敏美（長野県）
小堀三栄子（石川県）
小柳久美子（東京都）
斉藤 克子（埼玉県）
酒井 博史（石川県）
坂田 慎一（富山県）
鷺谷 昌夫（埼玉県）
佐藤 勝明（石川県）
寒川 英明（奈良県）
四方 裕夫（石川県）
柴垣 芳明（富山県）
澁谷 良穂（石川県）
島田 長樹（新潟県）
東海林博樹（石川県）
白濱 芳男（大阪府）
杉森 端三（石川県）
鈴木 比佐（大阪府）

中農 理博（石川県）
宮村 栄一（石川県）
坂本
滋（石川県）
伊藤
博（石川県）
大野木辰也（石川県）
青山 隆彦（福井県）
麻本 匡浩（石川県）
雨池ゆかり（富山県）
有原
徹（静岡県）
池田 昌弘（石川県）
井駒由利子（石川県）
石﨑
宏（石川県）
泉
晴美（富山県）
市堰
徹（石川県）
伊藤 信彦（岩手県）
今村 理子（宮城県）
岩城 雅恵（富山県）
岩脇 理佳（長野県）
上田 善道（石川県）
宇納 英幸（石川県）
江尻 直樹（石川県）
王
璐（石川県）
大笹 清則（富山県）
大橋
力（石川県）
岡田 正人（石川県）
岡村 基弘（京都府）
奥野亜津子（石川県）
小田 公子（大阪府）
各務 義朗（岐阜県）
葛西
款（宮城県）
加藤 勝人（石川県）
金山登喜夫（石川県）
上出比呂美（石川県）
川田 啓太（石川県）
菊地
勤（石川県）
岸本トキ子（石川県）
北川 秀機（富山県）
北村 佳子（石川県）
木下 幸子（石川県）
久司 一葉（石川県）
久保 江理（石川県）
熊谷 俊一（青森県）
小泉 尚子（福井県）
神戸 晃男（石川県）
後藤 知子（石川県）
小林
誠（石川県）
小堀 泰史（石川県）
小山 吉昭（富山県）
齊藤久美子（石川県）
酒井龍太郎（石川県）
坂田 真一（石川県）
笹川 寿之（石川県）
佐藤 宏和（石川県）
澤田 律子（富山県）
地崎赴美子（富山県）
柴田 崇志（富山県）
島
智一（石川県）
清水
豊（石川県）
定舎 良一（石川県）
新谷 博明（石川県）
杉森 哲也（石川県）
砂谷 優実（富山県）

木村 晴夫（石川県）
川上 重彦（石川県）
大島 譲二（埼玉県）
奥名 洋明（石川県）
相川 広一（石川県）
赤尾 浩慶（石川県）
東間ひとみ（石川県）
網
典子（富山県）
伊川 廣道（石川県）
池田 行雄（石川県）
石井 正憲（北海道）
石田 豊司（石川県）
出雲
栄（石川県）
一ノ谷雄基（石川県）
稲場 京子（富山県）
今村由衣子（石川県）
岩田 嘉文（富山県）
上繁 宣雄（奈良県）
上野 一夫（富山県）
宇納 由樹（石川県）
衛藤 眞理（大分県）
大家 英治（石川県）
大澤
学（石川県）
大山 充徳（群馬県）
緒方 章雄（兵庫県）
岡村 靖久（京都府）
奥村 信一（石川県）
小野木 豊（石川県）
加賀谷文秋（秋田県）
笠間 孝一（石川県）
門平 充弘（石川県）
兼氏
歩（石川県）
亀井 淳平（石川県）
河西 研一（静岡県）
菊池
哲（静岡県）
喜多 栄子（富山県）
北川 陽子（石川県）
北森久美子（石川県）
木村 敦子（栃木県）
清川 悦子（石川県）
久保 恭介（石川県）
黒澤 明充（山形県）
小泉 雅紀（奈良県）
小坂 健夫（石川県）
小西 啓子（富山県）
小林美奈子（三重県）
小室 明人（石川県）
紺田 篤史（石川県）
佐伯 牧彦（新潟県）
坂尾 光一（石川県）
坂野 邦雄（石川県）
笹川 眞人（新潟県）
佐藤 博之（福井県）
三治 秀哉（石川県）
品川 秋則（福井県）
柴田 晴通（静岡県）
島崎 猛夫（石川県）
清水由美子（石川県）
庄野紀代美（石川県）
新冨 芳治（鹿児島県）
鈴鹿 有子（石川県）
昔農 好子（石川県）

勝田 省吾（石川県）
飯塚 秀明（石川県）
伊藤
順（石川県）
小田島粛夫（石川県）
あいはら友子（東京都）
朝倉 善史（石川県）
東野 順子（富山県）
荒井 俊夫（神奈川県）
池上 顕弘（富山県）
池永
健（長崎県）
石垣 靖人（石川県）
石田 徳人（神奈川県）
出雲 淳子（石川県）
伊藤澄美子（富山県）
今泉 範子（石川県）
今村 吉克（石川県）
岩坪 明美（富山県）
上田 忠司（石川県）
植村
功（東京都）
浦島左千夫（石川県）
及川 寛太（岩手県）
大井手弘純（東京都）
太田
淳（石川県）
岡崎 恵子（石川県）
緒方 盛道（福岡県）
岡本 真一（石川県）
奥谷 正人（愛知県）
御舘 將夫（石川県）
角田 直美（富山県）
梶川 昌幸（富山県）
加富 喜芳（石川県）
金子 尚仁（山形県）
川合 洋子（富山県）
川原 範夫（石川県）
菊池 博幸（宮城県）
北
久直（石川県）
北田 宗弘（石川県）
木南 義男（石川県）
木村
透（栃木県）
日下 一也（石川県）
久保 由紀（石川県）
黒瀬
望（石川県）
小泉 由美（石川県）
小島 好司（石川県）
小林 勝雄（新潟県）
小平 俊行（石川県）
小森 明彦（滋賀県）
紺家千津子（石川県）
竿下 純子（富山県）
坂口
治（長野県）
坂元 仁志（石川県）
佐竹 歌子（大阪府）
真田 洋子（石川県）
塩谷 隆策（石川県）
篠田 謙一（東京都）
芝本 利重（石川県）
島崎 千秋（富山県）
清水 廉平（石川県）
庄野 浩史（石川県）
新村 康二（石川県）
鈴木 淳宙（千葉県）
瀬戸 恵美（富山県）

曽根 純之（秋田県）
髙﨑 正輝（石川県）
髙田
稔（石川県）
高林 晴夫（石川県）
田口 真源（岐阜県）
武田 久美（石川県）
武部 秀人（石川県）
立原 弘章（千葉県）
谷内 正人（石川県）
谷原 清美（石川県）
丹野 治郎（宮城県）
津田 志朗（石川県）
堤
理華（石川県）
津本 明信（石川県）
寺田 為義（富山県）
百成 富男（石川県）
友田 幸一（大阪府）
長江
康（埼玉県）
中川 邦子（石川県）
中川 喜雄（石川県）
永田 勝宏（石川県）
中野万里子（石川県）
中村 喜亮（富山県）
中村 光宏（石川県）
長山
豊（石川県）
西尾 明子（石川県）
西木 哲也（石川県）
西村 憲司（石川県）
橋本 典子（富山県）
鉢嶺 将明（大阪府）
浜崎 孝子（石川県）
原
淳子（群馬県）
比嘉 昌文（沖縄県）
疋島
寛（石川県）
平岡 久樹（東京都）
廣瀬 信雄（石川県）
福田 昭宏（石川県）
藤井 寛三（山口県）
藤田 知三（福井県）
古府 伸也（石川県）
堀江
朗（東京都）
万江真一郎（熊本県）
前畑 勝次（石川県）
間嶋めぐ美（石川県）
松井
真（石川県）
松田 健志（石川県）
松葉慎太郎（石川県）
丸山 晃弘（石川県）
溝口 義人（福岡県）
南
暢彦（石川県）
宮澤 克人（石川県）
宮東 剛文（石川県）
三輪 高喜（石川県）
村上 英徳（石川県）
村田大一郎（静岡県）
森
秀男（石川県）
森田 博之（埼玉県）
森本 茂人（石川県）
安原 真理（石川県）
柳澤
衛（京都府）
山口 昌夫（石川県）
山下 美里（石川県）
山之内菊香（富山県）
湯浅 幸吉（石川県）
吉田 和幸（石川県）
吉野 健一（石川県）
渡辺いつ子（富山県）

曽根 崇史（富山県）
高瀬 悦子（富山県）
髙橋 詠二（石川県）
田川 俊範（石川県）
武市 敏明（石川県）
竹田 浩一（石川県）
武部瑠里子（石川県）
田中 一美（石川県）
谷口
真（石川県）
谷本
至（石川県）
知久田 博（石川県）
土田 英昭（石川県）
椿原 澄朗（富山県）
鶴見 隆史（東京都）
寺中 信夫（石川県）
土岐 宗利（群馬県）
外山
宏（愛知県）
長岡加代子（石川県）
中川 東夫（石川県）
中澤 益枝（石川県）
中田 千鶴（富山県）
中林 秀信（富山県）
中村 常之（石川県）
中村 充代（石川県）
那須 義功（香川県）
西尾 浩次（石川県）
西澤
誠（石川県）
西本 雅彦（京都府）
橋本 光正（石川県）
八田 稔久（石川県）
浜崎 優子（石川県）
原
靖（埼玉県）
東
妙美（石川県）
疋田
勉（石川県）
平口 哲夫（石川県）
廣村健太郎（石川県）
福田 正道（石川県）
藤井 正則（富山県）
藤田美紀子（石川県）
古本 郁美（石川県）
堀越健太郎（群馬県）
前岡 勇人（石川県）
牧野田 知（石川県）
舛井 昭秀（石川県）
松井 優子（石川県）
松田 知之（石川県）
松原 純一（岐阜県）
三浦 智子（石川県）
三谷 真弓（石川県）
南
英樹（石川県）
宮下あき子（石川県）
宮東 利恵（石川県）
向
千春（富山県）
村上
学（石川県）
村山 智子（石川県）
森
秀胤（神奈川県）
森田
實（石川県）
諸江 律子（石川県）
安原
稔（石川県）
柳田
隆（石川県）
山崎 軍治（石川県）
山瀬 真琴（石川県）
山本 健司（石川県）
尤
高峰（石川県）
吉田 純子（石川県）
吉野多美子（石川県）
渡邉 直人（石川県）

台蔵 晴久（石川県）
高田 尊信（石川県）
高橋まゆ美（石川県）
滝口 智夫（石川県）
竹内 洋子（石川県）
武田 純爾（大阪府）
田代 秋一（富山県）
田中 惠子（石川県）
谷口
充（石川県）
玉井
学（福井県）
津川 龍三（石川県）
土原 一真（石川県）
津幡 裕美（石川県）
出村
昇（石川県）
土井 悠人（富山県）
徳田 治樹（石川県）
中居 文子（石川県）
中川 明彦（石川県）
中川 秀昭（石川県）
中島 素子（石川県）
中谷
渉（石川県）
中平 雄二（大阪府）
中村 利美（石川県）
中村 行男（福井県）
辺本智恵美（石川県）
西尾 眞友（石川県）
西部 明子（石川県）
丹羽
修（石川県）
長谷川泰介（石川県）
花田 一美（福岡県）
林
圭（富山県）
原澤 博文（三重県）
東
伸明（石川県）
肥後 重子（鹿児島県）
平場 吉治（石川県）
黄
正寿（石川県）
福村
敦（石川県）
藤井 道孝（山梨県）
舟木
洋（石川県）
堀
有行（石川県）
本田 俊幸（石川県）
前田 修子（富山県）
政氏 藤玄（石川県）
舛井 美紀（石川県）
松岡 初文（三重県）
松田 久夫（石川県）
松本 織絵（石川県）
水株 正紀（石川県）
道上 紀子（石川県）
南野 桂三（大阪府）
宮下 裕至（石川県）
宮村 利雄（石川県）
向
義博（富山県）
村上 美江（石川県）
元雄 良治（石川県）
森
真澄（富山県）
森田 礼時（石川県）
八木 茂夫（石川県）
矢地 弘子（富山県）
薮越 公司（石川県）
山下 和夫（石川県）
山田
聖（兵庫県）
山本 千勢（石川県）
由利 健久（石川県）
吉竹 佳の（石川県）
米倉 秀人（石川県）
渡邉 将隆（新潟県）

髙木 俊宏（石川県）
高田 智子（石川県）
髙橋 基浩（石川県）
瀧本 淳子（石川県）
竹上
勉（石川県）
竹中 愛美（石川県）
多田 博行（長野県）
田中 達朗（石川県）
谷口 芳子（静岡県）
玉川 泰浩（奈良県）
辻村亜希子（石川県）
土屋 英治（愛知県）
坪内
譲（石川県）
寺井 明夫（石川県）
堂前 正秀（石川県）
利波 久雄（石川県）
長井富美子（富山県）
中川
淳（石川県）
中川 博幾（福井県）
中新
茂（石川県）
中野 明夫（三重県）
中村
晃（石川県）
中村ひろみ（石川県）
中谷 一也（富山県）
奈良崎友子（石川県）
西川
正（石川県）
西部 泰弘（石川県）
野澤 幸雄（石川県）
長谷川雅美（石川県）
羽根 淳治（東京都）
林
哲朗（石川県）
原島 完司（石川県）
東野 治仁（青森県）
氷見 祐二（石川県）
平山惠美子（石川県）
福井 清数（石川県）
福山 智基（福井県）
藤井 衛之（石川県）
舟坂 雅春（富山県）
堀
愉（石川県）
本多 隆文（石川県）
前田 俊彦（石川県）
正来 宏美（石川県）
升谷 一宏（石川県）
松木 伸夫（富山県）
松田 博男（石川県）
松本 順治（石川県）
水谷 謙二（静岡県）
道渕 範子（富山県）
宮井 公一（富山県）
宮下 理恵（富山県）
宮本加代子（石川県）
村井 幸美（石川県）
村木
靖（石川県）
森
茂樹（石川県）
森河 裕子（石川県）
森永 哲文（広島県）
八木 孝男（石川県）
柳田 善為（石川県）
山上 洋治（岡山県）
山下 敏彦（北海道）
山中 啓義（北海道）
山本美喜枝（石川県）
横山
仁（石川県）
吉冨 泰央（石川県）
米田 正明（石川県）
渡辺 祐介（愛知県）

高木 雅美（富山県）
高田 昌美（石川県）
高橋 喜統（石川県）
田口 久雄（石川県）
武田 和也（石川県）
竹中美千穂（石川県）
立花
修（石川県）
田中 恭武（福岡県）
谷畑 祐子（富山県）
唐
尚子（北海道）
辻本 幹夫（石川県）
堤
幹宏（石川県）
坪本他喜子（富山県）
寺島賢二郎（山形県）
百成智津枝（石川県）
富岳
亮（埼玉県）
中泉 裕子（石川県）
中川 和美（石川県）
中川美枝子（石川県）
中田 興満（石川県）
中野 正幸（群馬県）
中村 和子（石川県）
中村真寿美（石川県）
中山 治樹（京都府）
西
朝子（富山県）
西川美香子（石川県）
西前 忠英（大阪府）
橋本 外次（石川県）
畑島
淳（富山県）
浜江紀美代（石川県）
林
廣之（三重県）
原田 英也（青森県）
東山 卓嗣（石川県）
姫野 洋一（富山県）
広瀬
了（石川県）
福島 俊洋（福井県）
藤井 宏真（奈良県）
藤岡 隆庸（栃木県）
古居
滋（石川県）
堀井
勲（富山県）
前
邦博（富山県）
前野 聡子（石川県）
真柴
智（石川県）
町野 千秋（東京都）
松下外志雄（石川県）
松能 好子（石川県）
松本裕三郎（熊本県）
水野 宅郎（富山県）
湊
宏（石川県）
宮内 博史（高知県）
宮永
亨（富山県）
宮本 文夫（石川県）
村上
望（富山県）
村下 智子（石川県）
森
豊茂（石川県）
森田 展代（富山県）
森本 亜弓（富山県）
安田裕美子（石川県）
柳川 尚樹（富山県）
山口 克宏（宮城県）
山下 昌信（石川県）
山野 清一（石川県）
山元 康徳（石川県）
吉江 忠正（長野県）
吉野 和美（北海道）
和田 正美（石川県）

〈法 人〉
㈱アートフード（石川県）
㈱アイビックス北陸（石川県）
赤門ウイレックス㈱（愛知県）
㈱アクト（石川県）
㈱朝日商会（石川県）
旭化成ファーマ㈱医薬京都支店（京都府）
あすか製薬㈱（東京都）
アステラス製薬㈱（東京都）
アルフレッサファーマ㈱（大阪府）
㈱アドマック（石川県）
㈱イーピーミント（東京都）
㈱いこいの村能登半島（石川県）
㈶石川県予防医学協会（石川県）
石川日野自動車㈱（石川県）
石川トヨタ自動車㈱（石川県）
伊丹産業㈱（兵庫県）
医療法人 恵徳会 小田代病院（鹿児島県）
医療法人 手島会 手島病院（大阪府）
医療法人 霞水会 土浦厚生病院（茨城県）
医療法人 太白会 シーサイド病院（山口県）
医療法人 川上医院（福井県）
医療法人財団 五省会（富山県）
医療法人 白百合会 武生記念病院（福井県）
医療法人 道坤会（青森県）
医療法人 敬仁会 函館おしま病院（北海道）
医療法人 林病院（福井県）
医療法人 福仁会（福井県）
医療法人 古野整形外科麻酔科クリニック（福岡県）
医療法人 松髙眼科医院（長野県）
医療法人 睦会ムツミ病院（京都府）
医療法人 山鹿慈恵会（熊本県）
医療法人 悠久会 大牟田共立病院（福岡県）
医療法人 案浦クリニック（福岡県）
医療法人 玲心会（鹿児島県）
医療法人 小川医院（山形県）
医療法人 健身会（埼玉県）
医療法人 三軒医院（大阪府）
医療法人社団 和楽仁（石川県）
医療法人社団 広栄会 厚木循環器・内科クリニック（神奈川県）
医療法人社団 上田医院（島根県）
医療法人社団 沖野会（石川県）
医療法人社団 勝木会 やわたメディカルセンター（石川県）
医療法人社団 喜生会 木戸クリニック（富山県）
医療法人社団 金原皮膚科医院（石川県）
医療法人社団 志貴野会（富山県）
医療法人社団 親和会 山田温泉病院（富山県）
医療法人社団 ときわ会 常願寺病院（富山県）
医療法人社団 博洋会（石川県）
医療法人社団 福間産婦人科クリニック（静岡県）
医療法人社団 ふたば（群馬県）
医療法人社団 裕祐会 丸岡耳鼻咽喉科（東京都）
医療法人社団 三秋整形外科医院（石川県）
医療法人社団 持木会（石川県）
医療法人社団 安田内科病院（石川県）
医療法人社団 ヤベツ会 なかでクリニック（石川県）
医療法人社団 浅ノ川総合病院（石川県）
医療法人社団 小川医院（石川県）
医療法人社団 小田眼科医院（宮城県）
医療法人社団 一弘会 土原医院（石川県）
医療法人社団 光仁会 木島病院（石川県）
医療法人社団 高信会（宮崎県）
医療法人社団 近藤クリニック（石川県）
医療法人社団 三治整形外科クリニック（石川県）
医療法人社団 白枝医院（兵庫県）
医療法人社団 正啓会成和病院（富山県）
医療法人社団 清尚会三上外科整形外科（北海道）
医療法人社団 博朋会神経科精神科ひらかわクリニック（東京都） 医療法人社団 白銀会林病院（石川県）
医療法人社団 三医会三輪病院（富山県）
医療法人社団 らいふクリニック（石川県）
医療法人社団 和敬会（富山県）
医療法人 新緑会（沖縄県）
医療法人太白会シーサイド病院（山口県）
医療法人 坪川医院（福井県）
医療法人 中村眼科（長野県）
医療法人 波々伯部（福井県）
医療法人 メディトラストやの医院（福岡県）
医療法人 祐愛会（佐賀県）
㈲インターニクス北陸（石川県）
㈲ウエダ企画（石川県）
宇野酸素㈱（福井県）
㈱浦建築研究所（石川県）
エーザイ㈱（東京都）
㈱エスアールエル（東京都）
エスエス製薬㈱（東京都）
㈱エネサーブ北陸（福井県）
㈱大塚製薬工場（徳島県）
大塚製薬㈱（東京都）
㈲大山商店（石川県）
㈱岡村製作所 北陸支店（石川県）
温泉リハビリテーションいま泉病院（富山県）
加越建設㈱（石川県）
化研生薬㈱（東京都）
科研製薬㈱（東京都）
㈱片岡（石川県）
カナカン㈱（石川県）
金沢医科大学看護学部後援会さくら会（石川県）
金沢医科大学看護同窓会（石川県）
金沢医科大学北辰同窓会（石川県）
金沢医大後援会橘会（石川県）
金沢社会保険病院（石川県）
金沢市清掃㈱（石川県）
金沢西病院（石川県）
㈱金沢丸善（石川県）
川口青木うぶかた皮フ科クリニック 熊谷聖代（埼玉県）
河北郡衛生㈱（石川県）
環境開発㈱（石川県）
環境サービス㈱（愛知県）
北川瀝青工業㈱（石川県）
㈲北商事（石川県）
㈱紀伊國屋書店（東京都）
キッセイ薬品工業㈱東京本社（東京都）
杏林製薬㈱京滋北陸支店（京都府）
協和発酵キリン㈱（東京都）
㈱キリン堂（大阪府）
㈱金太（石川県）
㈱熊谷組北陸支店（石川県）
クックランチサービス（石川県）
クラシエ製薬㈱（東京都）
クラフト㈱（東京都）
兼六建設㈱（石川県）
クリタ・ケミカル北陸㈱（富山県）
㈱光洋（神奈川県）
公立穴水総合病院（石川県）
公立羽咋病院（石川県）
公立松任石川中央病院診療部（石川県）
興和創薬㈱ 営業本部（東京都）
㈱コーシン（石川県）
越屋メディカルケア㈱（石川県）
コマニー㈱（石川県）
財団医療法人 中村病院（福井県）
㈱坂田亀巣堂（石川県）

㈲アカシア商会（石川県）
旭化成ファーマ㈱（東京都）
味の素製薬㈱東海支店（愛知県）
アストラゼネカ㈱（大阪府）
粟津歯科医院 久保伸一郎（石川県）
石井電機商会（石川県）
㈱石川コンピュータ・センター
（石川県）
㈱井上誠昌堂（富山県）
医療法人社団 宮﨑耳鼻咽喉科医院（石川県）
医療法人 かぶとやま会 久留米リハビリテーション病院（福岡県）
医療法人 沢村内科（大阪府）
医療法人 土佐楠目会（高知県）
医療法人 原外科医院（福岡県）
医療法人 芳泉会（福井県）
医療法人 明峰会（福井県）
医療法人悠々会内田クリニック（埼玉県）
医療法人 岩﨑内科診療所（埼玉県）
医療法人 厚生会 福井厚生病院（福井県）
医療法人社団 秋山クリニック（石川県）
医療法人社団 映寿会（石川県）
医療法人社団 加藤クリニック（石川県）
医療法人社団 くすのきこどもクリニック（北海道）
医療法人社団 中央会 金沢有松病院（石川県）
医療法人社団 東野会東野病院（石川県）
医療法人社団 ふらの西病院（北海道）
医療法人社団 三浦内科医院（新潟県）
医療法人社団 藤聖会 八尾総合病院（富山県）
医療法人社団 いずみ会北星病院（北海道）
医療法人社団 皆成会（群馬県）
医療法人社団 恵仁会（静岡県）
医療法人社団 さくら会（石川県）
医療法人社団 翠明会 藤田医院（広島県）
医療法人社団 柏方会（大分県）
医療法人社団 福永医院（北海道）
医療法人社団 楽山会（富山県）
医療法人 真和会 若松医院（滋賀県）
医療法人てちがわら内科（福島県）
医療法人 明峰会（福井県）
㈱岩野商会（長野県）
㈱うつのみや（石川県）
栄研化学㈱（東京都）
㈱ S ＆ S エンジニアリング（東京都）
エルメッドエーザイ㈱（東京都）
㈲大徳不動産（石川県）
小野薬品工業㈱（大阪府）
㈱加越ボイラーサービスセンター（石川県）
科研製薬㈱ 大阪支店（大阪府）
㈱金沢ニューグランドホテル（石川県）
金沢医科大学後援協力会（石川県）
金沢医科大学北斗会（石川県）
金沢中央農業協同組合（石川県）
㈱金子生花店（石川県）
㈱カワサキマシンシステムズ（大阪府）
岸建販㈱（石川県）
キッセイ薬品工業㈱京都支店（京都府）
杏林製薬㈱（東京都）
協和発酵キリン㈱ 京滋北陸支店（大阪府）
㈱きんでん（大阪府）
グラクソ・スミスクライン㈱（東京都）
㈱クリーンテックサービス（石川県）
興能信用金庫（石川県）
公立宇出津総合病院（石川県）
興和㈱（東京都）
国民健康保険 志雄病院（石川県）
㈱西大（石川県）
佐藤製薬㈱（東京都）

㈱佐波（石川県）
沢井製薬㈱（大阪府）
参天製薬㈱（大阪府）
㈱三和化学研究所（石川県）
シダックスフードサービス㈱（東京都）
㈱ジャパンビバレッジセントラル 金沢支店（石川県）
㈱人材派遣北陸（石川県）
㈱セーフティ
（石川県）
㈱双建（石川県）
ダートコーヒー㈱（石川県）
第一電機工業㈱（石川県）
大正富山医薬品㈱（東京都）
大鵬薬品工業㈱（東京都）
高桑美術印刷㈱（石川県）
武田薬品工業㈱（東京都）
㈱ダスキン北陸（石川県）
たんぽぽ薬局㈱（岐阜県）
中外製薬㈱ 京都支店（京都府）
㈱ツーテック（石川県）
帝人在宅医療㈱（東京都）
テルモ㈱（東京都）
東レ・メディカル㈱名古屋支店（愛知県）
㈱トーケン（石川県）
特別養護老人ホーム夕陽ｹ丘苑（石川県）
富山県済生会高岡病院（富山県）
中佐商店㈱（石川県）
中橋タイル㈱（石川県）
成和フード㈱（石川県）
日医工㈱（富山県）
ニプロファーマ㈱（大阪府）
日本ケミファ㈱東京営業所（東京都）
日本製薬㈱（東京都）
日本通運㈱金沢支店（石川県）
能登印刷㈱（石川県）
野村證券㈱金沢支店（石川県）
㈲ 八田物産（石川県）
㈱林寺メディノール（石川県）
PFU 西日本㈱（大阪府）
㈱福井銀行（福井県）
フクダ電子㈱（東京都）
富士ゼロックス北陸㈱（石川県）
富士フイルムリ RI ファーマ㈱（東京都）
扶桑薬品工業㈱ 大阪支店金沢分室（石川県）
㈱米心石川（石川県）
㈱北栄（石川県）
北辰同窓会群馬県支部（群馬県）
㈱北陸綜合防災センター（石川県）
㈱北陸電機商会（富山県）
㈱北陸ワキタ（石川県）
ホテル金沢㈱（石川県）
前田印刷㈱（石川県）
㈱マルシン（石川県）
丸文通商㈱（石川県）
三島石油㈱（石川県）
三谷商事㈱（福井県）
三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 北陸支社（富山県）
都商事㈱（石川県）
㈱村井（石川県）
Meiji Seika ファルマ㈱薬品京都支店（京都府）
㈱金沢名鉄丸越百貨店（石川県）
持田製薬㈱（東京都）
㈱山武 ビルシステムカンパニー 北陸支店（石川県）
㈲丸一冷菓（石川県）
ヨシダ印刷㈱（石川県）
リコージャパン㈱中部営業本部石川支社（石川県）
㈱ローランド金沢（石川県）

㈱サニーサイド（石川県）
三協ラボサービス㈱北陸営業所（富山県）
㈱サンレー
（石川県）
シーメンス・ジャパン㈱（石川県）
耳鼻咽喉科なかいずみクリニック 中泉 俊彦（石川県）
城西運輸機工㈱（石川県）
鈴木建設㈱（石川県）
ゼリア新薬工業㈱（東京都）
㈱園田装飾工業（石川県）
第一三共㈱（東京都）
㈱大学タクシー
（石川県）
大生食品工業㈱（石川県）
㈱大和（石川県）
県北医療センター 高萩協同病院（茨城県）
武田薬品工業㈱ 金沢営業所（石川県）
大学警備㈱（石川県）
㈲茶谷造園（石川県）
中部ペプシコーラ販売㈱（愛知県）
㈱辻さく（石川県）
帝人ファーマ㈱（東京都）
テンプスタッフフォーラム㈱（新潟県）
東和薬品㈱（大阪府）
㈱トーショー
（東京都）
冨木医療器㈱（石川県）
鳥居薬品㈱京都支店（京都府）
㈱中島建築事務所（石川県）
中林食料品店 中林 逸子（石川県）
㈱にしき堂（石川県）
日栄商事㈱（石川県）
日本海ビューティ㈱（石川県）
日本ケミファ㈱金沢営業所（石川県）
日本臓器製薬㈱（大阪府）
日本ベーリンガーインゲルハイム㈱（東京都）
ノバルティスファーマ㈱（東京都）
㈱パースジャパン（東京都）
㈱ 英商会（石川県）
㈱半田（石川県）
㈱ビー・エム・エル（東京都）
福井県済生会病院（福井県）
ふじさわ眼科小児科クリニック 藤澤来人（石川県）
富士通㈱北陸支社（石川県）
双葉タイヤ㈱（石川県）
ブリストル・マイヤーズ㈱（東京都）
ホーチキ㈱金沢営業所（石川県）
㈱ホクコク地水（石川県）
㈱北陸銀行（富山県）
北陸中日新聞 内灘専売所 欠新聞店（石川県）
国家公務員共済組合連合会 北陸病院（石川県）
㈱北國銀行（石川県）
㈱本田商会（石川県）
松村物産㈱（石川県）
丸善㈱ 金沢支店（石川県）
マルホ㈱（大阪府）
㈱みずほ銀行金沢支店（石川県）
三菱電機㈱北陸支社（石川県）
ミトロンベイクボングー
（石川県）
宮武食品（石川県）
村中医療器㈱（大阪府）
Meiji Seika ファルマ㈱（東京都）
㈱メディセオ（東京都）
㈱ヤギコーポレーション（石川県）
㈲えがわ（石川県）
祐徳薬品工業（株）
（大阪府）
ヨシダ宣伝㈱（石川県）
菱機工業㈱（石川県）
YKK AP ㈱（石川県）

サノフィ㈱（東京都）
三幸電設㈱（石川県）
㈱三和化学研究所（愛知県）
塩野義製薬㈱（大阪府）
社会保険 高岡病院（富山県）
シンコール㈱（石川県）
㈱スズケン（石川県）
セントラルメディカル㈱（石川県）
㈱損害保険ジャパン（石川県）
第一三共㈱北陸支店（石川県）
大正製薬㈱（東京都）
大日本住友製薬㈱（大阪府）
大和電建㈱（福井県）
武田バイオ開発センター㈱（東京都）
㈱ダスキンヘルスケア北陸（石川県）
田辺三菱製薬㈱（大阪府）
中外製薬㈱（東京都）
町立富来病院（石川県）
㈱ツムラ（東京都）
帝人ファーマ㈱京都支店（京都府）
㈱東芝北陸支社（富山県）
トーアエイヨー㈱（東京都）
特定医療法人扇翔会（石川県）
富山化学工業㈱（東京都）
鳥居薬品㈱（東京都）
長島耳鼻咽喉科医院（静岡県）
㈱中村ポンプ（石川県）
㈱ニチイ学館 金沢支店（石川県）
日機装㈱メディカル事業本部（東京都）
日本化薬㈱（東京都）
日本新薬㈱（京都府）
日本たばこ産業㈱（東京都）
日本メジフィジックス㈱（東京都）
ノボノルディスクファーマ㈱（東京都）
バイエル薬品㈱（大阪府）
浜本造園（石川県）
久光製薬㈱京都支店（京都府）
ファイザー㈱（東京都）
福井順化商事㈱（福井県）
冨士観光（株）
（石川県）
フジテック㈱ 中部支社 名古屋支店（愛知県）
扶桑薬品工業㈱（大阪府）
㈱フレット（石川県）
㈱ホギメディカル（東京都）
北信テレネックス㈱（石川県）
北陸コカ・コーラボトリング㈱（富山県）
北陸通信工業㈱（石川県）
北陸リネックス㈱（石川県）
北國新聞内灘中央販売㈱（石川県）
マイラン製薬㈱（東京都）
丸石製薬㈱（大阪府）
㈱マルナカストア（石川県）
丸和電業㈱（石川県）
三谷産業イー・シー㈱（石川県）
三菱電機ビルテクノサ−ビス㈱北陸支社（石川県）
㈱ミノファーゲン製薬（東京都）
向病院 向 歩（石川県）
名工建設㈱ 北陸支店（石川県）
明祥㈱（石川県）
㈱モスホテル日航金沢（石川県）
㈱ヤクルト本社（東京都）
㈲菊亭（石川県）
㈱陽進堂（富山県）
米沢電気工事㈱（石川県）
ロート製薬㈱（大阪府）
わかもと製薬㈱（東京都）

