
平成28年　6月　22日現在

1013 件 (HP掲載未承認を含む)

59 件 (HP掲載未承認を含む)

ご法人

株式会社アイセイ薬局 株式会社アモール

株式会社アルプ アルプス薬品工業株式会社

株式会社池田模範堂 株式会社医療システム研究所

ウエルシア関東株式会社 株式会社大塚製薬工場

有限会社柏山理化学研究所 救急薬品工業株式会社 

キョーリンリメディオ株式会社 クオール株式会社

株式会社クスリのアオキ クラシエ製薬(株) 高岡工場

株式会社黒川製作所 株式会社廣貫堂

小林化工株式会社 金剛化学(株) 

金剛薬品(株)	 十全化学(株)

第一薬品工業株式会社 ダイ卜株式会社  

立山化成株式会社 たんぽぽ薬局株式会社

チューリップ調剤株式会社 テイカ製薬株式会社 

東亜薬品株式会社 冨木医療器(株)	 

富山小林製薬(株) 並木薬品(株)

西田地方薬局 日医工株式会社 

日本調剤株式会社 有限会社日之出文具

有限会社ファーマシステムズ ファーマパック株式会社

富士化学工業株式会社 富士製薬工業株式会社 

(株)富士薬品 株式会社　ふれあい薬局

(株)フレット富山支店 北陸タイテック株式会社

前田薬品工業株式会社   丸文通商株式会社　富山支店

株式会社 みらい 有限会社メディファムいずみ

大和薬品工業株式会社 株式会社陽進堂    

リードケミカル株式会社 瑠璃光薬局

ご支援者

あ 相坂　一雄 青木　真知子 青木　清

青野　和世 青野　友紀子 青山　芬

赤沼　伸乙 秋葉　祐子 秋本　紀子

浅井　省己 浅井　小夜子 浅井　智子

浅井　はるみ 浅井　甚一郎 浅岡　芳郎

富山大学薬学部創立120周年記念事業ご支援者等名簿

現在までのご支援者総数

ご支援法人・団体等総数

富山大学薬学部創立120周年記念事業へご支援いただきありがとうございます。	
心より感謝申し上げます。	
頂戴いたしましたご支援に感謝の意を込めてお名前を掲載させていただきます。	
	
※お名前は五十音順に掲載し、敬称は略させていただきます。	
	



浅木　美基子 朝野　浩伸 旭　和子

浅見　茂 東　市郎 我妻　祐子

東　外美夫 東　秀樹 東野　勲

安宅　久弥 穴見　悦子 油木　劭之

阿部　肇 安部　瑞江 荒木　紀子

荒木　栄一 新山　雅夫 有澤　宗久

阿波加　勝 庵　正子 安東　嗣修

安藤　隆二 李　貞範 飯田　孝幸

飯吉　文夫 家原　貴大 五十里　彰

生田　孝行 井口　右子 池内　信夫

池田　節子 石黒　龍太郎 石黒　和彦

石坂　英一 石田　貢 石田　哲男

石田　和也 石田　博 石塚　久博

石塚　仍康 石塚　盈代 石橋　嘉夫

石原　紳市 石原　悦子 石割　吉雄

泉　真美 石動　準之助 磯野　寿昭

磯野　智之 市川　友彦 市島　昇

市中　滋郎 伊東　達郎 伊藤　謙治

伊藤　幸子 伊藤　達哉 伊藤　哲生

伊藤　雅之 伊藤　真純 伊藤　要一

稲崎　恵美子 井上　信 井上　隆美

井上　博三 井上　博文 井上　満子

井上　将彦 井ノ口　馨 井原　むつ子

今井　克也 今岡　郁博 今岡　和子

今中　常雄 今村　俊雄 今村　理佐

井本　直樹 岩崎　光一 岩崎　貢

岩﨑 　孝一 岩田　勉 上田　真澄

上田　結花里 上田　祥子 上田　宗央

上田　みどり 植田　陽子 上野　謙爾

上野　叶江 上村　文康 植山　宏美

鵜飼　政志 宇佐美　泉 臼井　拓也

内川　明久 内田　陽一 宇野　恭介

梅沢　武彦 梅沢　紀子 梅山　凜

浦田　紀子 浦畑　誠 浦本　博志

遠藤　範子 遠藤　教順 遠藤　輝治

老本　名津子 扇本　みどり 大内　諒一

太木　恵美 大木　則雄 大岸　嘉子

大熊　芳明 大郷　利治 大城　善昇

大城　盛昌 大城　福子 大城　京子

大城　健 太田　辰美 大竹　和仁

大竹　浩 大谷　貞男 太田　裕子

大塚　幸 大坪　靖訓 大西　弘章

大貫　充隆 大橋　清信 大橋　三恵子



大家　正芳 大山　峰吉 岡崎　史泰

岡田　司郎 岡田　洋人 岡田　正夫

岡戸　愛美 岡部　素典 岡村　昭治

岡元　雄治 岡本　全史 小川　敦子

沖　周平 荻原　正人 奥野　裕美子

小澤　聖和 越智　幸一郎 越智　敏子

落合　信雄 尾鳥　秀樹 鬼形　敏行

小野　哲 小野　明子 小野　史郎

小野　壽彦 帯田　孝之 女川　佑可子

か 加賀谷　賢太 香川　正太 柿本　久弘

鹿熊　武 掛見　正郎 可西　廣美

葛西　美恵 葛西　康之 重松　太佳子

鍛治　征瑩 柏木　弘義 栢森　史浩

柏山　恭範 加田　実 片口　実

片山　和憲 勝木　倶子 勝山　巖

加藤　健二・マリ子 加藤　敦 加藤　和夫

加藤　祥子 加藤　征子 加藤　千尋

加藤　近義 加藤　秀夫 金本　郁男

金森　伊平 金山　悦三 金山　一

兼清　健志 金子　秀子 金子　良雄

狩野　江利加 加納　宏子 上出　功

上村　恵子 神谷　育男 神谷　誠治

亀井　美穂 川岸　茂雄 川口　甲介

河崎　優希 川島　直人 川田　幸雄

河津　光高 川西　清俊 川西　那奈

河野　英文 川端　清史 川原　妙子

河原　伊臣 河原　純子 川原　たま子

河村　銀河 川村　長生、博子 菊地　克信

菊地　武夫 菊地　武夫・みつ子 岸田　益美

北川　弘子 北口　昭太郎 北出　直久

北山　哲夫 木戸　律子 木下　喜良

木原　幸弘 木村　孝道 木薮　裕子

京泉　清男 草川　友輔 草野　節子

楠　幸子 国安　美和 久保　義行

久保　一夫 窪田　孝明 熊谷　隆司

熊谷　尚文 熊木　健治 倉石　泰

倉本　敬正 栗栖　幹典 黒木　求・ゆかり

黒崎　俊美 桑原　千絢 健名　洋貴

小泉　保 輿水　誠子 小ｹ口　節子

小久保　利雄 小坂　一郎 古志　勝俊

小島　佳浩 小西　友義 小西　和子

古根村　崇 木庭　尚美 小林　由美子

小林　初 小林　譲 小林　昭彦



小林　正明 小林　裕子 駒木　倫比古

小松　康太郎 駒見　典子 込山　利志栄

古村　真理子 小柳　佑司 小山　恵子

小山　晃 小山　妙子 小山　理枝

是澤　邦俊 近藤　弘之 近藤　覚也

さ 犀川　寛夫 才川　勇 済木　育夫

斎藤　昌泰 斉藤　拓哉 斎藤　仁子

斎藤　麻由 佐伯　京子 酒井　博

酒井　知之 酒井　あゆみ 坂井　一明

酒井　立夫 酒井　利満 酒井　秀紀

酒井　松博 酒井　美喜子 坂口　一夫

坂本　藤夫 坂本　理英子 佐久間　勉

櫻井　宏明 櫻井　明彦 桜井　恵子

櫻井　達彦 座光寺　伸幸 笹岡　利安

笹岡　俊文 佐々木　秀樹 佐々木　淳

佐々木　由紀子 笹村　崇 佐治　真奈美

佐藤　淳 佐藤　清治 佐藤　淳

佐藤　史子 佐藤　和永 佐藤　忠

佐藤　 勐 佐藤　晴夫 佐藤　久人

佐藤　弘樹 佐藤　弘子 佐藤　睦美

佐藤　洋子 佐野　和典 佐野　道子

佐野　玲子 佐脇　幹夫 沢田　照男

塩屋　裕樹 敷　則和 重盛　丈夫

篠沢　薫 篠島　須嘉子 柴田　敏

柴田　哲夫 柴田　久夫 柴原　直利

嶋　泰雄 嶋　正一 島井　伸依

島田　庄蔵 島田　輝子 島田　外美枝

島田　昇 島谷　幸枝 清水　五郎

清水　昭治 清水　善行 清水　貴浩

清水　久夫 清水　悠紀子 下平　滋隆

下山　武尚 庄司　美樹 將積　日出夫

譲原　康夫 白江　秀子 白瀧　義明

新　悦子 新　優 新宅　君子

菅野　香葉子 菅原　幸克 菅原　良己

杉浦　保男 杉浦　治夫 杉田　直典

杉田　智美 杉林　堅次 杉原　猛

杉原　雅子 杉原　義享 杉村　和久

杉本　健士 杉森　保 杉森　道也

杉山　潔 杉山　立志 鈴木　寧

鈴木　正己 鈴木　郁子 鈴木　順也

鈴木　隆 鈴木　智之 鈴木　理仁

鈴木　喜晴 須永　啓之 砂原　茂

諏訪　庸夫 関　曜子 瀬古　明和



瀬戸　祥弘 芹沢　建一 千石　泰義

仙田　和雄 五月女　達也 袖山　伸一

た 平良　重弘 平良　麻里 田浦　太志

高木　良造 高木　利樹 高城　正利

髙倉　綾子 髙﨑　一朗 髙嵜　孝司

髙嶋　俊輔 髙瀬　幸一 高瀬　雅祥

高田　秀之 鷹田　喜久一 髙田　一樹

髙津　暁志 高頭　久子 高橋　美和

高橋　一寿 高橋　啓作 高橋　さやか

高橋　隆幸・洋子 高畑　英信 高松　信

髙森　雄一 高山　広光 田口　とし子

田口　雅登 竹内　俊文 竹内　二三雄

竹内　義雄 竹口　紀晃 竹澤　富三

竹澤　勝志 竹島　健潤 武田　誠

武中　梅子 竹前　ゆんい 竹村　日出男

竹村　康子 立川　正憲 田中　玲子

田中　栄子 田中　範克 田中　忞　 

棚田　貴久子 田辺　公一 谷口　優香里

谷村 恿德 田渕　明子 田村　美智子

田村　一郎 田村　須賀子 田村　智昭

丹波　美津子 丹保　七朗 千葉　順哉

茶木　奈保子 朱　姝 塚越　由美

柄本　浩一 辻　健 辻　泰弘

津田　裕子 津田　照明 津田　正明

土田　貴彦 土山　正春 恒枝　宏史

坪田　典幸 手賀　常義 出口　洋二

出崎　克也 寺島　裕一 寺西　昌明

寺西　恵子 土井　康広 藤　秀人

常田　勇次 渡久山　京子 鳥羽　稔

飛田　秀雄 飛田　茂雄 戸邉　一之

登美　斉俊 冨田　利彦 冨田　尚子

富田　孝 當山　順昌 友廣　岳則

な 内藤　理絵 仲井　慶次 永井　克昌

中神　邦厳 中川　清 中川　千玲

長倉　美由紀 中込　和哉 長崎　幸一

中崎　隆至 中沢　亜弓 中島　悦子

中田　孝子 永田　邦夫 中田　孝紀

中西　憲幸 中野　歩 中野　俊次

中野　秀子 中野　正晴 中野　実

中林　範明 中林　靖 長原　泰子

中村　和子 中村　元気 中村　敬

中村　信一 中村　勉 中村　雅彦

中村　領子 中森　文洋 永森　千富寿



中谷　隆正 中矢　芳子 長山　頼信

中山　裕江 名川　秀樹 名執　基樹

成川　佳美 成田　克仁 成田　弘和

南部　寿則 西尾　孝 西島　由仁

西条　寿夫 西永　明子 西野　榮作

西野　衑子 西野　治身 西村　誠

西山　由美子 新田　淳美 布目　幸久

根本　英雄 野崎　寿 野嶋　直樹

野田　久正 野田　和夫 野田　文緒

野原　一秀 信沢　澄江 野村　敬一

乃村　弘子 野村　由香里

は 橋浦　十八 橋本　竹二郎 橋本　佳保里

橋本　征也 長谷　純子 長谷川　進

長谷川　和子 長谷川　久信 長谷部　智春

羽田　文四郎 畑　温 畑山　美則

畑中　保丸 畑中　朋美 畠野　琴子

八田　清 服部　仁 服部　勝彦

服部　征雄 服部　裕一 羽広　孝司

濱井　美輪子 濱嶋　節子 濱田　精一

濱田　朱美子 濱谷　健志 浜手　ひとみ

林　直典 林　一稔 林　篤志

林　幸子 林　勉 林　真由美

原　和子 原　秀敏 原口　みさ子

原田　信正 原田　雷太郎 半澤　弥栄子

坂東　みゆ紀 東　聰 東　哲郎

久田　瑛吉 土方　久家 人見　五郎

日比野　康英 百塚　為輝 平井　嗣郎

平井　嘉勝 平井　美朗 平野　真規子

平野　武志 平野　紘子 廣江　光代

広上　孝一 廣川　慎一郎 広瀬　南海子

廣瀬　豊 廣田　美代子 廣橋　渉

深澤　聡晃 福井　恵理 福嶋　誠一

福田　孚 福地　守 福富　一広

福原　広二 福村　善造 福森　史郎

藤井　敏雄 藤井　悦宗 藤井　拓人

藤岡　秀章 伏木　公子 藤澤　英仁

藤塚　直人 藤野　廣春 伏見　裕利

藤本　和久 藤森　博 藤山　俊

藤原　朋也 布施　秀樹 船木　健至

船木　美智子 船戸　元子 船場　定信

古野　幸美 朴　鍾浩 星野　幸一郎

星野　洋子 星野　遥 細谷　健一

堀　耕造 堀　啓一 堀内　威佐男



堀越　勇 本家　忠治 本郷　純江

本郷　修 本多　芳明

ま 前田　伸子 前田　武彦 前田　等

前田　泰一 前山　千晶 牧山　嘉昇

間崎　眞典 正田　力也 桝田　尚子

益田　拓郎 増田　望 益見　厚子

増本　純也 町口　博志 町田　桂子

松井　信政 松井　茂樹 松井　竹史

松井　千恵子 松井　利夫 松井　真樹子

松井　泰治 松岡　高 松岡　幸治

松坂　和正 松澤　孝泰 松谷　裕二

松永　健甫 松林　久一 松原　章

松原　利行 松本　欣三 松本　良子

的場　勝英 丸山　敦 馬渡　洋介

萬玉　隆男 三秋　ゆかり 三浦　格

三浦　晋 三浦　健 三浦　雅人

三木　春乃 水上　依乃 水口　峰之

水島　秀一 水野　憲一 水林　須美子

水和　久 溝口　正 三井　健一郎

三石　史郎 三石　知恵子 三松　和夫

湊　大志郎 湊山　文雄 南　良子

南園　明人 蓑　直子 宮浦　淳一

宮城　淳 宮城　征子 三宅　康夫

宮下　秀明 宮下　正信 宮田　英明

宮原　龍郎 宮原　満恵 宮本　嘉明

宮脇　利男 虫明　清志 村上　淑子

村上　牧子 村上　学 村口　篤

村崎　善之 村杉　和子 村瀬　寿文

村田　悦郎 村田　信一 村田　秀樹

村中　勇人 村中　忠孝 室谷　弘

室谷　恵美子 妻鹿　淳子 茂住　正則

基常　弘晃 百瀬 　雄章 森　正明

森　匡彦 森　芙佐美 森　政雄

森　真利子 森　道成 森井　しのぶ

森泉　聖孝 森川　忠則 森川　智幸

森下　恭男 森下　誠也 森田　直賢

守田　雅志 森田　伊都子 盛永　審一郎

森本　利信 諸木　紀子

や 八代　智子 安井　靖二 安川　正巳

安川　俶子 安田　昌純 安本　嘉代

谷内　陽子 柳　貢 柳田　玲子

八幡　静香 山内　繁広 山片　克己

山口　竜彦 山腰　博亮 山崎　慎之助



山崎　こず枝 山﨑　敏久 山崎　由実子

山澤　哲三 山下　久美子 山下　哲司

山住　拓一 山田　康夫 山田　裕治

山田　健久 山田　和広 山田　頌悟

山田　泰寿 山田　美智子 大和　宗雄

山本　寿美子 山本　光男 山本　京司

山本　哲子 山本　裕 山本　まゆみ

山本　正和 山本　幸男 山本　葉子

湯浅　博次 柚本　アヤ子 由利　政和

横澤　隆子 横山　司甫 横山　武司

横山　みどり 吉井　英一 吉井　美智子

吉川　和憲 吉川　純子 吉田　誠一郎

吉田　清司 吉田　哲朗 吉田　博之

吉田　正暢 米田　有希 米田　行徳

米田　力次郎 米永　友樹 米丸　洋子

米屋　清一

わ 脇　稔 和田　博元 和田　和男

和田　努 渡会　春雄 渡辺　和夫

綿鍋　維男 渡邊　勲 渡辺　志朗

渡辺　卓司 渡部　洋己 渡部　仁

渡部　晃平 鰐渕　勉

医学部 医学教育学　 眼科学講座 病理診断学講座

団　体 富薬三九会 第５１回生「むしの会」一同



平成28年　6月　22日現在










































