
                            

JAPIC 会員名簿（五十音順）（2023年5月1日付） 

維持会員 

        

製薬企業等  

ILS株式会社 

旭化成ファーマ株式会社 

アサヒグループ食品株式会社 

あすか製薬株式会社 

アステラス製薬株式会社 

アストラゼネカ株式会社 

アッヴィ合同会社 

天藤製薬株式会社 

あゆみ製薬株式会社 

株式会社アラクス  

アリナミン製薬株式会社 

アレクシオンファーマ合同会社 

Alnylam Japan株式会社 

アルフレッサ ファーマ株式会社 

アンジェス株式会社 

EAファーマ株式会社 

イーエヌ大塚製薬株式会社 

ｲﾄﾞﾙｼｱ ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽ  ゙ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 

岩城製薬株式会社 

ｲﾝｻｲﾄ･ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｼｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社 

インスメッド合同会社 

ヴィアトリス製薬株式会社 

エア・ウォーター株式会社 

エイワイファーマ株式会社 

エーザイ株式会社 

エフピー株式会社    

MSD株式会社 

LTLファーマ株式会社 

エルメッド株式会社 

大蔵製薬株式会社 

大塚製薬株式会社 

株式会社大塚製薬工場 

大原薬品工業株式会社 

小野薬品工業株式会社 

株式会社オーファンパシフィック 

オルガノン株式会社 

オンコセラピー・サイエンス株式会社 

カイゲンファーマ株式会社 

科研製薬株式会社 

キッセイ薬品工業株式会社 

京都薬品工業株式会社 

杏林製薬株式会社 

協和キリン株式会社 

協和ｷﾘﾝ富士ﾌｲﾙﾑﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ株式会社 

協和キリンフロンティア株式会社 

共和薬品工業株式会社 

キョーリンリメディオ株式会社 

ギリアド・サイエンシズ株式会社 

グラクソ・スミスクライン株式会社 

クリニジェン株式会社 

株式会社クレハ 

KMバイオロジクス株式会社 

コーアバイオテックベイ株式会社 

興和株式会社 

小林製薬株式会社 

サイネオス・ヘルス・クリニカル株式会社 

佐藤製薬株式会社 

サノフィ株式会社 

沢井製薬株式会社 

サンスター株式会社 

参天アイケア株式会社 

参天製薬株式会社 

サンド株式会社 

サンドファーマ株式会社 

サンファーマ株式会社 

株式会社三和化学研究所 

GEヘルスケアファーマ株式会社 

JCRファーマ株式会社  

ジェイドルフ製薬株式会社 

CSLベーリング株式会社 

シオエ製薬株式会社 

塩野義製薬株式会社 

シオノギファーマ株式会社 

株式会社資生堂 

シミック株式会社 

シンバイオ製薬株式会社 

Swedish Orphan Biovitrum Japan 株式会社 

スキャンポファーマ合同会社 

住友ファーマ株式会社 



                            

住友ファーマプロモ株式会社 

生化学工業株式会社 

セオリアファーマ株式会社 

ゼリア新薬工業株式会社 

セルジェンテック株式会社 

セルトリオン・ヘルスケア・ジャパン株式会社 

千寿製薬株式会社 

全薬工業株式会社 

全薬販売株式会社 

第一三共株式会社 

第一三共プロファーマ株式会社 

第一三共ヘルスケア株式会社 

大正製薬株式会社 

大鵬薬品工業株式会社 

大陽日酸株式会社 

太陽ファルマ株式会社 

高田製薬株式会社 

武田テバファーマ株式会社 

武田薬品工業株式会社 

田辺三菱製薬株式会社 

中外製薬株式会社 

株式会社ツムラ 

帝國製薬株式会社 

デンカ株式会社 

トーアエイヨー株式会社 

東亜薬品工業株式会社 

同仁医薬化工株式会社 

東菱薬品工業株式会社 

東洋製薬化成株式会社 

東和薬品株式会社 

トーヨーケム株式会社 

鳥居薬品株式会社 

日医工株式会社 

日医工岐阜工場株式会社 

日医工ファーマ株式会社 

日興製薬株式会社 

日産化学株式会社 

日新製薬株式会社 

ニプロESファーマ株式会社 

ニプロファーマ株式会社 

日本イーライリリー株式会社 

日本エア･リキード合同会社 

日本化薬株式会社 

一般社団法人日本血液製剤機構  

日本ケミファ株式会社 

日本ジェネリック株式会社 

日本新薬株式会社 

日本セルヴィエ株式会社 

日本臓器製薬株式会社 

日本たばこ産業株式会社 

日本ビーシージー製造株式会社 

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

日本マイクロバイオファーマ株式会社 

日本メジフィジックス株式会社 

日本メダック株式会社 

ネオクリティケア製薬株式会社 

ノーベルファーマ株式会社 

バイエル薬品株式会社 

バイエルライフサイエンス株式会社 

バクスター株式会社 

一般財団法人阪大微生物病研究会 

ビオフェルミン製薬株式会社 

株式会社ビオメディクス 

PDRファーマ株式会社 

ファイザー株式会社 

ファイザーUPJ合同会社 

ファーマエッセンシア ジャパン株式会社 

フェリング・ファーマ株式会社 

株式会社フェルゼンファーマ 

富士製薬工業株式会社 

富士フィルム富山化学株式会社   

藤本製薬株式会社 

株式会社富士薬品 

扶桑薬品工業株式会社 

ブラッコ・ジャパン株式会社 

ブリオファーマ株式会社 

ブリストル･マイヤーズ スクイブ株式会社 

堀井薬品工業株式会社 

マイランEPD合同会社 

丸石製薬株式会社 

マルホ株式会社 

三笠製薬株式会社 

株式会社ミノファーゲン製薬 

ミヤリサン製薬株式会社 

株式会社 Medical Parkland 

メディサ新薬株式会社 

持田製薬株式会社 

持田製薬販売株式会社 

モデルナ・ジャパン株式会社 

株式会社ヤクルト本社 



                            

ヤンセン ファーマ株式会社 

ユーシービージャパン株式会社 

株式会社陽進堂 

吉田製薬株式会社 

ライオン株式会社 

ラインファーマ株式会社 

リードケミカル株式会社 

ルンドベック・ジャパン株式会社 

レオ ファーマ株式会社 

ﾚｺﾙﾀﾞﾃｨ･ﾚｱ･ﾃﾞｨｼﾞｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 

ロート製薬株式会社 

 

卸等  

アルフレッサ株式会社 

株式会社スズケン 

東邦薬品株式会社 

株式会社メディセオ 

 

医療機器企業等  

株式会社IDファーマ 

株式会社アットワーキング 

アボットジャパン合同会社 

アボットメディカルジャパン合同会社 

アラガン・ジャパン株式会社 

SBIファーマ株式会社 

大塚メディカルデバイス株式会社 

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 

株式会社ガイアバイオメディシン 

クリエートメディック株式会社 

株式会社小池メディカル 

サイトリ・セラピューティクス株式会社 

サンバイオ株式会社 

株式会社CICS 

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 

スミスメディカル・ジャパン株式会社 

株式会社セルシード 

タカラバイオ株式会社 

株式会社ツーセル 

テルモ株式会社 

東レ株式会社 

ニプロ株式会社 

株式会社日本医療機器技研 

日本アルコン株式会社 

株式会社八光 

Heartseed株式会社 

パナソニック株式会社 

PHC株式会社 

株式会社ビーエムジー 

ひろさきLI株式会社 

ファーマバイオ株式会社 

フレゼニウスカービジャパン株式会社 

株式会社ヘリオス 

ボシュロム・ジャパン株式会社 

マニー株式会社 

株式会社メディカロイド 

メドアライアンス ジャパン株式会社 

楽天メディカル株式会社 

レメイト・バスキュラー合同会社 

 

医療機関  

琉球大学医学部附属病院 

愛知県がんセンター 

上都賀総合病院 

川口市立医療センター 

公立学校共済組合近畿中央病院 

さいたま赤十字病院 

厚生連高岡病院 

栃木県済生会宇都宮病院 

名古屋大学医学部附属病院 

名鉄病院 

 

薬  局  

 株式会社望星薬局 

 

大  学  

 北里大学薬学部 

 神戸学院大学薬学部 

 名城大学薬学部 

 慶應義塾大学 

 就実大学薬学部 

 新潟薬科大学 

 愛知学院大学薬学部 

 青森大学薬学部 

 医療創生大学薬学部 

 大阪大谷大学薬学部 

 大阪医科薬科大学 

 岐阜薬科大学 

 京都薬科大学 

 熊本大学薬学部 

 神戸薬科大学 



                            

 城西大学薬学部 

 城西国際大学薬学部 

 静岡県立大学薬学部 

 昭和薬科大学 

 鈴鹿医療科学大学薬学部 

 崇城大学薬学部 

 高崎健康福祉大学薬学部 

 帝京大学薬学部 

 帝京平成大学薬学部 

 東京慈恵会医科大学 

 東京大学大学院 薬学系研究科 

 東京薬科大学 

 東京理科大学薬学部 

 同志社女子大学薬学部 

 東邦大学医学メディアセンター 

 東北医科薬科大学 

 徳島文理大学香川薬学部 

 名古屋市立大学薬学部 

 日本大学薬学部 

 日本薬科大学 

 広島国際大学薬学部 

 福山大学薬学部 

 北海道大学薬学部 

 北海道医療大学薬学部 

 北陸大学薬学部 

 星薬科大学 

 武蔵野大学薬学部 

 明治薬科大学 

  山口東京理科大学 

横浜薬科大学 

 

薬剤師会  

 公益社団法人日本薬剤師会 

 一般社団法人沖縄県薬剤師会 

 公益社団法人熊本県薬剤師会 

公益社団法人福岡県薬剤師会 

 一般社団法人愛知県薬剤師会 

 一般社団法人愛媛県薬剤師会 

 一般社団法人大阪府薬剤師会 

 一般社団法人滋賀県薬剤師会 

 公益社団法人静岡県薬剤師会 

 公益社団法人東京都薬剤師会 

 一般社団法人鳥取県薬剤師会 

一般社団法人長野県薬剤師会 

 一般社団法人奈良県薬剤師会 

 一般社団法人日本病院薬剤師会 

 一般社団法人浜松市薬剤師会 

 公益社団法人広島県薬剤師会 

 一般社団法人兵庫県薬剤師会 

 一般社団法人北海道薬剤師会 

 一般社団法人宮城県薬剤師会 

 一般社団法人宮崎県薬剤師会 

 

行政機関  

  独立行政法人医薬品医療機器総合機構       

 東京都健康安全研究センター 

 愛知県健康福祉部医薬安全課 

 陸上自衛隊関東補給処用賀支処 

 

試験研究機関等  

日本赤十字社血液事業本部 

 公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構 

 

その他 

 特定非営利活動法人医学中央雑誌刊行会 

 特定非営利活動法人とやま医薬・健康 

     情報ライブラリーネットワーク 

 日本OTC医薬品協会 

 日本ジェネリック製薬協会 

 一般社団法人日本バイオシミラー協議会 

 公益財団法人日本薬剤師研修センター 

 

賛助会員  

株式会社ジー・サーチ 

株式会社ビーアイシー 

 

 

 

 


