
日 本 生 命 科 学 ア カ デ ミ ー 賛 助 会 員

(50音順　敬称略)

平成30年度
相田化学工業株式会社
旭化成ファーマ株式会社
株式会社大塚製薬工場
科研製薬株式会社
杏林製薬株式会社
株式会社ケー・エー・シー
興和株式会社
公益財団法人コスメトロジー研究振興財団
コウディエンジャパン株式会社
サクラグローバルホールディング株式会社
佐藤製薬株式会社
株式会社シーエムプラス
株式会社　ジーシー
株式会社　松風
大正製薬株式会社
タカラベルモント株式会社
中外製薬株式会社
株式会社ツムラ
テイカ製薬株式会社
公益財団法人東京生化学研究会
日本全薬工業株式会社
ネオ製薬工業株式会社
株式会社　モリタ
株式会社　ヨシダ
株式会社 ロッテ　中央研究所

平成27年度 平成28年度 平成29年度
相田化学工業株式会社 相田化学工業株式会社 相田化学工業株式会社
大塚製薬株式会社 旭化成ファーマ株式会社 旭化成ファーマ株式会社
科研製薬株式会社 株式会社ケー・エー・シー 株式会社大塚製薬工場
キッセイ薬品工業株式会社 興和株式会社 科研製薬株式会社
株式会社ジーシー 公益財団法人コスメトロジー研究振興財団 杏林製薬株式会社
株式会社松風 株式会社シーエムプラス 株式会社ケー・エー・シー
株式会社スズケン 株式会社ジーシー 興和株式会社
株式会社モリタ 株式会社松風 公益財団法人コスメトロジー研究振興財団
株式会社ヨシダ 株式会社スズケン 株式会社シーエムプラス
株式会社ロッテ 中央研究所 住友重機械工業株式会社 株式会社　ジーシー
住友重機械工業株式会社 タカラベルモント株式会社 株式会社　松風
タカラベルモント株式会社 中外製薬株式会社 住友重機械工業株式会社
中外製薬株式会社 テイカ製薬株式会社 大正製薬株式会社
テイカ製薬株式会社 公益財団法人東京生化学研究会 タカラベルモント株式会社
ネオ製薬工業株式会社 日本全薬工業株式会社 中外製薬株式会社
ノボノルディスクファーマ株式会社 ネオ製薬工業株式会社 株式会社ツムラ
ライオン株式会社 ノボノルディスクファーマ株式会社 テイカ製薬株式会社

株式会社モリタ 公益財団法人東京生化学研究会
株式会社ヨシダ 日本全薬工業株式会社
ライオン株式会社 ネオ製薬工業株式会社
株式会社ロッテ　中央研究所 ノボノルディスクファーマ株式会社

株式会社　モリタ
株式会社　ヨシダ
ライオン株式会社
株式会社 ロッテ　中央研究所

平成24年度 平成25年度 平成26年度
相田化学工業株式会社 相田化学工業株式会社 相田化学工業株式会社
エーザイ株式会社 エーザイ株式会社 エーザイ株式会社
大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社
科研製薬株式会社 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社
株式会社ジーシー 株式会社ジーシー 株式会社ジーシー
株式会社松風 株式会社松風 株式会社松風
株式会社スズケン 株式会社スズケン 株式会社スズケン
株式会社モリタ 株式会社モリタ 株式会社モリタ
株式会社ヨシダ 株式会社ヨシダ 株式会社ヨシダ
株式会社ロッテ 中央研究所 株式会社ロッテ 中央研究所 株式会社ロッテ 中央研究所
キッセイ薬品工業株式会社 キッセイ薬品工業株式会社 キッセイ薬品工業株式会社
杏林製薬株式会社 杏林製薬株式会社 住友重機械工業株式会社
第一三共株式会社 住友重機械工業株式会社 大日本住友製薬株式会社
大日本住友製薬株式会社 第一三共株式会社 タカラベルモント株式会社
タカラベルモント株式会社 大日本住友製薬株式会社 中外製薬株式会社
中外製薬株式会社 タカラベルモント株式会社 ティーアンドケー株式会社
テイカ製薬株式会社 中外製薬株式会社 テイカ製薬株式会社
ネオ製薬工業株式会社 ティーアンドケー株式会社 ネオ製薬工業株式会社
ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 テイカ製薬株式会社 ノボノルディスクファーマ株式会社
ノボノルディスクファーマ株式会社 ネオ製薬工業株式会社 ライオン株式会社
ライオン株式会社 ノボノルディスクファーマ株式会社 和田精密歯研株式会社



和田精密歯研株式会社 ライオン株式会社
和田精密歯研株式会社

平成21年度 平成22年度 平成23年度
相田化学工業株式会社 相田化学工業株式会社 相田化学工業株式会社
伊藤超短波株式会社 伊藤超短波株式会社 エーザイ株式会社
エーザイ株式会社 エーザイ株式会社 大塚製薬株式会社
大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社 科研製薬株式会社
科研製薬株式会社 科研製薬株式会社 株式会社ジーシー
株式会社ジーシー 株式会社ジーシー 株式会社松風
株式会社松風 株式会社松風 株式会社スズケン
株式会社スズケン 株式会社スズケン 株式会社モリタ
株式会社モリタ 株式会社モリタ 株式会社ヨシダ
株式会社ロッテ 中央研究所 株式会社ロッテ 中央研究所 株式会社ロッテ 中央研究所
キッセイ薬品工業株式会社 キッセイ薬品工業株式会社 キッセイ薬品工業株式会社
杏林製薬株式会社 杏林製薬株式会社 杏林製薬株式会社
塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社 第一三共株式会社
第一三共株式会社 第一三共株式会社 大日本住友製薬株式会社
大日本住友製薬株式会社 大日本住友製薬株式会社 タカラベルモント株式会社
タカラベルモント株式会社 タカラベルモント株式会社 中外製薬株式会社
中外製薬株式会社 中外製薬株式会社 テイカ製薬株式会社
テイカ製薬株式会社 テイカ製薬株式会社 ネオ製薬工業株式会社
ネオ製薬工業株式会社 ネオ製薬工業株式会社 ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社
ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 ノボノルディスクファーマ株式会社
ノボノルディスクファーマ株式会社 ノボノルディスクファーマ株式会社 ライオン株式会社
ヤンセンファーマ株式会社 ヤンセンファーマ株式会社 和田精密歯研株式会社
ライオン株式会社 和田精密歯研株式会社
和田精密歯研株式会社

平成18年度 平成19年度 平成20年度
井上アタッチメント株式会社 相田化学工業株式会社 相田化学工業株式会社
エーザイ株式会社 井上アタッチメント株式会社 井上アタッチメント株式会社
大塚製薬株式会社 エーザイ株式会社 エーザイ株式会社
科研製薬株式会社 大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社
株式会社ＣＭＩ 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社
株式会社ジーシー 株式会社ＣＭＩ 株式会社ＣＭＩ
株式会社松風 株式会社ジーシー 株式会社ジーシー
株式会社スズケン 株式会社松風 株式会社松風
株式会社トクヤマデンタル 株式会社スズケン 株式会社スズケン
株式会社モリタ 株式会社トクヤマデンタル 株式会社モリタ
株式会社ロッテ 中央研究所 株式会社モリタ 株式会社ロッテ 中央研究所
キッセイ薬品工業株式会社 株式会社ロッテ 中央研究所 キッセイ薬品工業株式会社
杏林製薬株式会社 キッセイ薬品工業株式会社 杏林製薬株式会社
協和発酵キリン株式会社 杏林製薬株式会社 協和発酵キリン株式会社
三共株式会社 キリンビール株式会社医薬カンパニー 塩野義製薬株式会社
塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社 第一三共株式会社
第一三共株式会社 第一三共株式会社 大正製薬株式会社
大正製薬株式会社 大正製薬株式会社 大日本住友製薬株式会社
大日本住友製薬株式会社 大日本住友製薬株式会社 タカラベルモント株式会社
タカラベルモント株式会社 タカラベルモント株式会社 中外製薬株式会社
中外製薬株式会社 中外製薬株式会社 テイカ製薬株式会社
テイカ製薬株式会社 テイカ製薬株式会社 ネオ製薬工業株式会社
ネオ製薬工業株式会社 ネオ製薬工業株式会社 ノボノルディスクファーマ株式会社
ノボノルディスクファーマ株式会社 ノボノルディスクファーマ株式会社 ヤンセンファーマ株式会社
ヤンセンファーマ株式会社 ヤンセンファーマ株式会社 ライオン株式会社
ライオン株式会社 ライオン株式会社

平成15年度 平成16年度 平成17年度
井上アタッチメント株式会社 井上アタッチメント株式会社 井上アタッチメント株式会社
エーザイ株式会社 エーザイ株式会社 エーザイ株式会社
大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社
科研製薬株式会社 科研製薬株式会社 科研製薬株式会社
株式会社ジーシー 株式会社ジーシー 株式会社ジーシー
株式会社松風 株式会社松風 株式会社松風
株式会社スズケン 株式会社スズケン 株式会社スズケン
株式会社トクヤマデンタル 株式会社トクヤマデンタル 株式会社トクヤマデンタル
株式会社モリタ 株式会社モリタ 株式会社モリタ
株式会社ロッテ 中央研究所 株式会社ロッテ 中央研究所 株式会社ロッテ 中央研究所
キッセイ薬品工業株式会社 キッセイ薬品工業株式会社 キッセイ薬品工業株式会社
杏林製薬株式会社 杏林製薬株式会社 杏林製薬株式会社
キリンビール株式会社医薬カンパニー キリンビール株式会社医薬カンパニー キリンビール株式会社医薬カンパニー
クラレメディカル株式会社 三共株式会社 三共株式会社
三共株式会社 参天製薬株式会社 第一三共株式会社
参天製薬株式会社 住友製薬株式会社 大正製薬株式会社
住友製薬株式会社 第一製薬株式会社 住友製薬株式会社
第一製薬株式会社 大正製薬株式会社 タカラベルモント株式会社
大正製薬株式会社 中外製薬株式会社 中外製薬株式会社
中外製薬株式会社 テイカ製薬株式会社 テイカ製薬株式会社
テイカ製薬株式会社 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 ネオ製薬工業株式会社



日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 ネオ製薬工業株式会社 ノボノルディスクファーマ株式会社
ネオ製薬工業株式会社 ノボノルディスクファーマ株式会社 バイエル薬品株式会社
ノボノルディスクファーマ株式会社 バイエル薬品株式会社 萬有製薬株式会社
バイエル薬品株式会社 万有製薬株式会社 ライオン株式会社
万有製薬株式会社 前田印刷株式会社
ライオン株式会社 ライオン株式会社

平成12年度 平成13年度 平成14年度
味の素株式会社 エーザイ株式会社 井上アタッチメント株式会社
アメリカンファミリー生命保険会社 大塚製薬株式会社 エーザイ株式会社
エーザイ株式会社 科研製薬株式会社 大塚製薬株式会社
大塚製薬株式会社 キッセイ薬品工業株式会社 科研製薬株式会社
科研製薬株式会社 杏林製薬株式会社 株式会社アドバンス
株式会社モリタ 三共株式会社 株式会社ジーシー
協和発酵工業株式会社 参天製薬株式会社 株式会社松風
株式会社スズケン 株式会社ジーシー 株式会社スズケン
キッセイ薬品工業株式会社 株式会社松風 株式会社トクヤマデンタル
杏林製薬株式会社 株式会社スズケン 株式会社モリタ
三共株式会社 株式会社モリタ 株式会社ロッテ 中央研究所
参天製薬株式会社 第一製薬株式会社 キッセイ薬品工業株式会社
第一製薬株式会社 大正製薬株式会社 杏林製薬株式会社
大正製薬株式会社 武田薬品工業株式会社 キリンビール株式会社医薬カンパニー
武田薬品工業株式会社 中外製薬株式会社 三共株式会社
中外製薬株式会社 テイカ製薬株式会社 参天製薬株式会社
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 住友製薬株式会社
ノボノルディスクファーマ株式会社 ネオ製薬工業株式会社 第一製薬株式会社
持田製薬工業株式会社 ノボノルディスクファーマ株式会社 大正製薬株式会社
山ノ内製薬株式会社 山ノ内製薬株式会社 武田薬品工業株式会社

中外製薬株式会社
テイカ製薬株式会社
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
ネオ製薬工業株式会社
ノボノルディスクファーマ株式会社
万有製薬株式会社
山之内製薬株式会社

平成9年度 平成10年度 平成11年度
エーザイ株式会社 エーザイ株式会社 アメリカンファミリー生命保険会社
大塚製薬株式会社 大塚製薬株式会社 エーザイ株式会社
株式会社モリタ 株式会社モリタ 大塚製薬株式会社
協和発酵工業 株式会社ほくやく 科研製薬株式会社
三共株式会社 杏林製薬株式会社 株式会社モリタ
サントリー 参天製薬株式会社 協和発酵工業株式会社
塩野義製薬株式会社 第一三共株式会社 株式会社スズケン
第一製薬株式会社 大正製薬株式会社 キッセイ薬品工業株式会社
大正製薬株式会社 武田薬品工業株式会社 杏林製薬株式会社
武田薬品工業株式会社 中外製薬株式会社 三共株式会社
中外製薬株式会社 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 参天製薬株式会社
ツムラ ノボノルディスクファーマ株式会社 第一三共株式会社
東洋紡績 持田製薬株式会社 大正製薬株式会社
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 山之内製薬株式会社 武田薬品工業株式会社
ノボノルディスクファーマ株式会社 中外製薬株式会社
ホシ伊藤 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
持田製薬工業株式会社 ノボノルディスクファーマ株式会社
山ノ内製薬株式会社 持田製薬株式会社

山之内製薬株式会社

平成6年度 平成7年度 平成8年度
エーザイ株式会社 エーザイ株式会社 アルカリイオン整水器協
大塚製薬株式会社 株式会社モリタ エーザイ株式会社
株式会社スズケン 協和発酵工業 株式会社モリタ
株式会社モリタ 三共株式会社 協和発酵工業
協和発酵工業 サントリー 三共株式会社
三共株式会社 住友生命保険 サントリー
サントリー ゼネカ ゼネカ
住友生命保険 第一製薬株式会社 第一製薬株式会社
ゼネカ 武田薬品工業株式会社 武田薬品工業株式会社
第一製薬株式会社 中外製薬株式会社 中外製薬株式会社
武田薬品工業株式会社 東洋紡績 ツムラ
田辺製薬 日本イーライリリー 東洋紡績
中外製薬株式会社 日本商事株式会社 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
テルモ株式会社 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 ノバルティスファ－マ株式会社
東洋紡績 ノバルティスファ－マ株式会社 ノボノルディスクファーマ株式会社
日本イーライリリー ノボノルディスクファーマ株式会社 ホシ伊藤
日本商事株式会社 山ノ内製薬株式会社 持田製薬工業株式会社
ノボノルディスクファーマ株式会社 山ノ内製薬株式会社
山ノ内製薬株式会社


