
２０２２年３月現在社員名簿

相原　奈美江 板倉　由美子 大谷　泰三 鎌田　洋子 五島　慶 清水　洋二 高橋　直人 中澤　みどり 速水　啓太郎 前田眞也／和子 村山　稔 横手　征夫

明石　純子 伊月　高憲 大津　裕 神尾　郁子 五島　順 下薗　惠子 高橋　正浩 長澤　實 原　紀世子 前田　智子 目崎　久仁子 横溝　貴代里　

赤嶋　たみ子 伊藤　尚子 大野　千賀子 川口谷　正 小林　英子 正田　温子 高柳　信子 長島　敏之 原科　節子 マクドナルド文子 毛利　陽織 吉家　昭久

秋永　惠子 伊東　綾子 大橋　みどり 川﨑　亜希子 小日向　喜美代 庄本　慎一郎 高鷲　美奈子 長田　祐子 原田　紀子 升岡　宏美 森川　英子　 吉川　友子　

芥川　美奈子 伊藤　芳江 大山　納理子 川崎　寿子 駒井　和子 白石　惠子 滝脇　千恵子 中西　啓介 日野　明美 増岡　美砂子 森本　直子 吉川　昌利

浅井　立子 伊藤　美子 岡　靖子 河中　さかえ 近藤　佐里 白川祐司／順子 竹内　惠子 中村　裕 ヒューエット奈保子 増田　成江 諸戸　典子 吉田　和子

浅茅　陽子 伊東　玲子 緒方　延泰 河野　直子 齊藤　眞子 白川　順子 竹田　英子 中村　栄子 兵藤　哲夫 松尾　洋治郎 安岡　治子 吉田　恵子

浅地　正一 井上　多賀子 岡野　安佐子 川渕　泰政 齋藤　うらら 菅　直子 武田　和久 中村　雀右衛門 平井　潤子 松平　寿美枝 安田　園子 吉田　知世

浅野　みち子 井上　裕之 岡橋　輝和 菊池　富美子 齋藤　勝 菅原　豊 武田　七七子 中本　博子 平野　公子 松原　美佐枝 安田　明 吉原　慶子

浅野　香久子 井上　留美 岡本　真知子 岸野　須美子 酒井　幸子 杉原　睦子 竹田　真里 成田　鳳子 平野　香 松本　真理子 安田　保 若菜　敏子

麻生　泰 今畠　トシ子 岡本　奈保美 喜多　珠美 榊　孜江 杉山　良枝 竹田　禎久 名波　直美 平原　晧一郎 圓尾　千津美 安田　信 若林　郁子

阿部　京子 今村　妃奈恵 奥畑　由枝 北白川　慶子 佐良　直美 鈴木　建二 田中　裕子 名波　淑子 廣瀬　郁子 水井　照子 安田　雄典 渡辺　広康

雨宮　健 岩尾　純枝 小野　賀永子 北村　美代子 鷺池　聰子 鈴木　正子 谷口　由佳子 難波　勝則 広瀬　香美 水谷　瑛子 安田　由美 渡邊　雅子

荒川　浄心 岩崎　美幸 小野　紘一郎 北村　由実 佐久間　修 鈴木　光代 垂水　洋子 難波　美紀 廣瀬　秀子 水原　正一朗 簗瀬　ルミ子 渡邉　紀子

荒木　操 上嶋　ルイザ 小野　十美子 貴布根　桂子 佐々木　とも子 鈴木　美保 力石　寛夫 仁井田　穏彦 廣幡　忠恒 水原　光世 山内　明子 渡　伸一郎

荒木　公子 上野　淳子 折田　美佐枝 楠本　弘子 佐藤　賢子 須磨久善／富美杷 千葉　昭子 西田　泰子 福井　利恵子 水原　牧子 山移　千鶴 亘理　洋子

荒幡　治子 魚谷　政子 大和田　芳郎 久野　文代 佐藤　充弘 関根　宏一 千葉　倫久 二宮　英一 福島　紀美代 緑川　幸子 山口　千津子 匿　名

有谷　恵美 臼杵　善郎 加賀谷　圭子 久保　弘憲 佐藤　朝子 関本　慶子 束木原　咲代 根上正之／真知子 福本　孝子 水口　慶子 山口　眞佐子

飯塚　あけ美 内山　久美子 加賀山　明子 久保田　美代子 佐野　純子 瀬谷　いと 筒井　こずえ 野崎　利恵子 福山　守 津　由利子 山﨑　薫

飯塚　修 宇野　治 柿沼　綾子 窪野　幸子 佐野　登 芹田　希和子 靏林　秀貴 野村　治 藤波　由香 南　禮子 山下　千賀子

家入　庄一郎 梅沢　秀文 笠松　雅美 組田昌平／慶子 塩田　晴子 相馬　雪子 寺田　和子 橋場　トシ子 藤本　厚子 宮嶋　真樹子 山下　眞一郎

池田　眞喜子 梅沢　はるみ 片山　治子 倉本　昌弘 塩村　文夏 髙尾　信造 東條　郁子 橋本　久美子 藤原　克通 宮原　明子 山田　協子

伊佐　みわ 梅原　千佳子 葛城　登志江 黒川　園子 重清　達郎 髙島　禎子 徳間　壽美子 橋本　直子 保坂　久美子 武藤　洋子 山村　はるこ

石川　愛子 生出　晴彦 加藤　笑子 黒川　光隆 柴田　邦夫 髙田　淑子 徳間　誠一郎 畠山　康 細井　淳司 村上　静子 山本　照子

石関　暁子 大江　美晴 河隝　純子 黒川　百合 渋谷　洋子 髙梨　惠子 都倉　治子 服部　真二 堀田　雅子 村上　寿子 山本　登美枝

石丸　泉 大川　貴子 加藤　治子 黒木　敬子 島津　肇子 髙野　明子 虎岩　久美子 濱口　祥子 本田　三緒子 村田　喜代美 山本　芙紗

石丸　俊之 大木　貞代 金子　教子 興津　泰子 清水　マリ子 鷹野　京子　 直井　房子 林　克彦 前田　明俊 村田　英子 湯浅　圭一

磯野　宏秋 大社　淑子 狩野　理恵 五島　潔子 清水　道彦 高橋　慧 中内　綾 林 元子 キャンベル 前田　和子 村田　永子 湯沢　美恵

正　会　員（個人会員327名）



Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ 株式会社 医薬研究所

森久保CAメディカル 株式会社

学校法人 ヤマザキ学園

ヤマサ醤油 株式会社

富士フィルムVETシステムズ 株式会社

相互物産 株式会社

株式会社 ＷＤＩ

スターゼン 株式会社

光が丘動物病院グループ

パナソニック ホームズ 株式会社

株式会社 ステータス 一般社団法人 日本動物看護職協会

日本全薬工業 株式会社

法人会員（27社）

六畳ブック

株式会社 麻生 株式会社 サン・アロー 株式会社 デロリアンズ マースジャパン リミテッド

株式会社 麻生情報システム

株式会社 イノウエ

株式会社 エムズ

技研 株式会社

共立製薬 株式会社

株式会社 グッドウィル

JAWS.UK 株式会社 ドトールコーヒー

セイコーホールディングス 株式会社

外国人会員（4名）

Mr.Harry FreundliebMr.Pfenninger UrsMrs.Nobuko　GaineMr.Edward J. Lampert


