
     
 

✿薬学部創立 120 周年記念事業御支援者等名簿✿ 

～平成２４年６月１８日現在～ 

 

薬学部創立 120 周年記念事業へのご支援ありがとうございます。心から感謝
申し上げます。頂戴しました御支援に感謝の意を込めて芳名録を作成し、亥
鼻新校舎前へ移設しました「猪之鼻学舎屋根飾」内に、永久保存させていた
だきます。 
 
現在までの御支援者総数（基金室確認分）：７７４名、  
御支援法人・団体等総数（基金室確認分）： ４２件（ＨＰ掲載未承諾を含む。） 
 
ＨＰ掲載御承諾者等一覧 
昭和 9 年以前卒業生： 
10 年卒： 

11 年卒： 

12 年卒： 

13 年卒： 

14 年卒：伴 彰一 

15 年卒：石丸正美、横田 修 

16 年 3 月卒：木俣正太郎、安田英夫 

16 年 12 月卒：君塚久明、国友忠一 

17 年 9 月卒：新井定吉、北田武三、中村政治、丸山正吉 

18 年 9 月卒：川崎 博、山内清司 

19 年 9 月卒： 

20 年 9 月卒：坂本要一、桜井 直、西川文雄、水橋得二 

22 年卒：塩崎國夫、中島良郎、山本 強 

23 年卒：井上富夫、大塚 享、岡田次男、長澤吉男、三浦 清 

24 年卒：牛島濤平、酒井正嘉、西久保博己、宮内良夫、山岸英明 

25 年卒：阿出川登志雄、勝又敏雄、佐子 茂、鈴木昭治郎 

26 年卒：大塚テイ、小屋佐久次、安田敏子 

28 年卒：石川尹巳、尾中喜代治、亀田義夫、北野隆司、岐部浩巳、進藤英世、鈴木 豊、 

    高橋 明、林 輝 

29 年卒：早川元雅、比留間和夫、比留間知子、横井時燁、渡辺民也、渡辺ともみ 

30 年卒：大村 寛、小林 稔、竹内 正、名雲照一、谷澤田鶴子、横田和夫、綿貫まつ子 

31 年卒：衣非 脩、小熊英夫、片桐正人、三枝富美代、中村康夫 

32 年卒：小幡 誠、風間昭明、片岡久男、後藤八重子、斎藤庄一、高橋 惇、高山浩明、 

辻 和之、 

辻村節子、福島正二、宮田満男、山田和見 



 

32 年専攻科修： 

33 年卒：赤羽康弘、石井雅夫、石井靖男、石濱 洋、猪股弘子、上野幸夫、遠藤裕久、 

    大島幸助、大部順久、岡田清三郎、河﨑起佐子、川島三香子、川西幸子、 

    武田洋子、中山達夫、西原尚史、早藤 弘、福原 正、松井祥子、三原信一、 

    武藤明臣、吉木康雄、吉成友介、六反田 朗、脇野春子、渡辺和夫、渡邉 楷 

33 年専攻科修： 

34 年卒：安部知代、伊澤弘子、伊藤義人、岩﨑吉宏、小川通孝、神田昌一、木下 恒、 

紅林 繁、佐藤弘子、関根克己、武田豊彦、津田 穰、長尾美奈子、中込義雄、 

中嶋啓介、西井戸惇子、三枝焯子 

34 年専攻科修： 

35 年卒：今成登志男、河村元毅、塩野谷 博、橘 春美、秦 初博、真下 浩、遠田 稔、 

村田 寿、村田美紗江、森﨑益雄、安田 登 

35 年専攻科修： 

36 年卒：会田仁子、岡本孝男、斉藤諄一、坂本淑子、高橋哲夫、常岡和子、徳永雅子、 

    永田恵子、曲尾長幸、村上泰興、森﨑尚子、山﨑守恒、山本幸男 

36 年専攻科修： 

37 年卒：池田守男、加藤 昭、近藤清宏、齋藤冨美子、澤井哲夫、境 一成、西澤林蔵、 

夏目智子 

37 年専攻科修： 

38 年卒：織田善子、片山崇志、栗山節子、中島祥吉、林 万喜、村瀬一郎、鷲見常夫 

38 年専攻科修： 

39 年卒：五十嵐一衛、今泉絢子、江崎紀夫、大原正巳、久保陽德、鈴木 弘、馬場紀子、 

藤本治宏 

39 年専攻科修： 

40 年卒：稲葉 実、村瀬嘉奈子 

41 年卒：相羽 通、伊澤輝芳、齊藤 勲、佐々木孝子、妹尾修次郎、髙瀬国男、滝川幸雄、 

    立﨑 隆、長岡静穂、西山郁子、樋口義洋、吉田啓子、和田喜子 

41 年修士修了： 

42 年卒：木山方子、興村伸夫、小山弘子、斉藤 弘、田村隼也、渡邊邦子 

42 年修士修了：内山 勲、大屋敷孝雄 

43 年卒：石村国興、窪田玲子、小林玲子、白井佳長、田中美智子、富所二三子、平山クニ 

藤本千鶴、堀江 透、松本妙子 

43 年修士修了：門澤弘行 

44 年卒：内村眞佐子、柿沢英則、久野美和子、小林 和、深町玲子、吉岡武男 

44 年修士修了： 

45 年卒：青木幸子、青木敏子、秋本芳美、雨宮由美子、石井和恵、岡 有子、影山惠美、 

    北田光一、鈴木英子、飛澤みどり、花岡 正、久田恵子、松村芙美子、茂木郁子、 

    茂木浩司、森 由子 

45 年修士修了：山田幸子 

46 年卒：池田成姫、石井庸一、片野清昭、鈴木俊彦、髙橋千代美、寺田裕子、奈田光正、 

   前納秀夫、前納恵子、向井紀子、山本惠司 



46 年修士修了：関 宏子、古瀬徳夫 

47 年卒：青栁千代子、石川 勉、上野光一、後上まさ子、坂田純一、新間信夫、 

新間三喜子、鈴木君子、鈴木久美子、関根美知子、高畑登志子、山本友子 

47 年修士修了：山中悦二 

48 年卒：赤羽増夫、安倍光昭、郡司紀子、酒井雅子、竹下紀美代、武立啓子、舩岡紀子、 

森 恭子、森田正美 

48 年修士修了： 

49 年卒：安藤英信、安藤真理子、米田美保子、米田宣弘 

49 年修士修了：  

50 年卒：今川正良、植田なほみ、奥山恵美、千葉 寛、寺田勝英、渡辺泰裕 

50 年修士修了： 

51 年卒：安藤富美子、市川裕一郎、牛根眞美、今野 勉、村上由美子、望月眞弓、 

渡邊敏子 

51 年修士修了：五十嵐 隆 

52 年卒：有木拓一、石井正昭、大森 栄、角田範子、片野佐太郎、高山廣光、髙山みどり、 

竹之下眞里、豊城正直、林 由美子、森 睦博、山本恵子、鷲見順子 

52 年修士修了：石井宏明、草間國子 

53 年卒：石川公子、稲村和枝、嘉数恵子、柏木敬子、齋藤直樹、鈴木達夫、瀬田康生、 

都留葉子、戸井田敏彦、長沼英夫、中村伸子、長谷川杉生、廣田孝司、藤本廣子、 

村上詔子、山口直人、山口 均、渡辺素子 

53 年修士修了：末永昌文 

54 年卒：臼杵靖剛、土屋あけみ、山口美恵子、渡辺三千宏 

54 年修士修了：会田保俊 

55 年卒：懸川友人、鈴木陽子、廣瀬尚弘、藤本陽一 

55 修士修了： 

56 年卒：阿部真理、碓井孝志、小野千恵子、川合良成、川田和広、小松美加、杉本典子、 

袖岡幹子、友本球子、西澤伸子、渡邊正人 

56 年修士修了： 

57 年卒：伊藤真理、小口敏夫、平田隆弘、増田 健、増田庸子、山内広美 

57 年修士修了： 

57 年博士修了： 

58 年卒：明石知子、君塚ゆみ子、酒井 学、髙志昌宏、福島 浩 

58 年修士修了： 

58 年博士修了： 

59 年卒：高橋郁子、野末由美、浜崎敦子、山田尚弘 

59 年修士修了： 

59 年博士修了： 

60 年卒：桝渕泰宏、米持悦生  

60 修士修了： 

60 年博士修了：細川正清 

61 年卒：北島満里子、鈴木扶美子、関根祐子、山崎真巳 

61 年修士修了：植木 聡、林 裕美子 



61 年博士修了： 

62 年卒：秋元直美、柴田久美子、鈴木達也、山谷武司、余田佳子 

62 年修士修了： 

62 年博士修了： 

63 年卒：石井伊都子、小野恵美子、鶴岡明彦、鶴岡かおり、宮本貴巳代 

63 年修士修了：野口雅利 

63 年博士修了： 

平成元年卒：伊藤直子、山浦克典、渡邊伸一 

平成元年修士修了：秋山 徹 

平成元年博士修了： 

2 年卒：浅田安則、海老澤康行、斉藤克也、中山祐治 

2 年修士修了：高野泰宏 

2 年博士修了： 

3 年卒：剣持和弘、畑 晶之、宮下愛次、宮本 索、米持理恵 

3 年修士修了：中村智徳、 

3 年博士修了：  

4 年卒：染谷友美、橋本久美、舩津敏之、森部久仁一 

4 年修士修了： 

4 年博士修了：小池 猛 

5 年卒：小野寺美奈子 

5 年修士修了： 

5 年博士修了：  

6 年卒： 

6 年修士修了： 

6 年博士修了： 

7 年卒：久光正文 

7 年修士修了：中村悦子 

7 年博士修了： 

8 年卒：橋口文子、橋口康生 

8 年修士修了： 

8 年博士修了：小椋康光 

9 年卒：德永秀美 

9 年修士修了： 

9 年博士修了： 

10 年卒：井上和恵 

10 年修士修了：井上 裕 

10 年博士修了： 

11 年卒：髙屋明子、深町利彦、吉本尚子 

11 年修士修了： 

11 年博士修了： 

12 年卒：佐々岡沙羅、佐藤且章、當銘一文、苫谷征司 

12 年修士修了： 



12 年博士修了： 

13 年卒：都祭紗和子、降幡知巳 

13 年修士修了： 

13 年博士修了： 

14 年卒：小暮紀行、佐竹 諭、佐藤慶治、中村浩之 

14 年修士修了： 

14 年博士修了：佐俣和典 

15 年卒：大橋飛雄馬 、都祭正則 

15 年修士修了：東 恭平 

15 年博士修了： 

16 年卒： 佐藤洋美、関根秀一、東 顕二郎 

16 年修士修了：小原澄門、増田和司 

16 年博士修了： 

17 年卒：横山由起 

17 年修士修了： 

17 年博士修了：森本かおり 

18 年卒：金子真弓 

18 年修士修了： 

18 年博士修了： 

19 年卒： 

19 年修士修了：山田智佐子 

19 年博士修了：黒川真行、小茂田昌代 

20 年卒：平良優一郎 

20 年修士修了：  

20 年博士修了：吉原 寛 

21 年卒： 

21 年修士修了： 

21 年博士修了：渡邊大輔 

22 年卒： 

22 年修士修了： 

22 年博士修了：Waree Limwikrant 

23 年博士修了：西脇秋則 

 

博士論文学位記取得者：坂田宣夫、矢野克彦 

 

研究生・専攻生等：足助 渉、飯田昭彦、許 奎璋、斉藤晴夫、杉山公仁、谷 佳都、 

         玉生良久、中川 寛、西久保吉行 

 

教職員：相見則郎、荒井 秀、荒井 緑、荒野 泰、石橋正己、猪野 浩、上田志朗、 

上原知也、小澤英治、加川夏子、唐田清伸、黒川達夫、小林江梨子、小林カオル、 

小林 弘、齊藤和季、齋藤浩美、坂井進一郎、櫻田大也、佐藤哲男、佐藤信範、 

設楽悦久、鈴木紀行、鈴木優章、高野博之、高山雅道、仲井由宣、中川昌子、 



中村堅三、西田篤司、根本哲宏、根矢三郎、花岡宏史、濱嶋祥就、濱田和真、 

原田真至、日野 亨、深野英夫、福本泰典、藤野裕道、藤本弘子、星野忠次、 

堀江利治、宮尾眞智、村越 勇、村山俊彦、毛利哲郎、望月春雄 

 

 

 

在校生（御父兄を含む）：青柳 至、阿部 薫、阿部浩二、荒川治彦、石川史江、石川周治、 

一之宮英文、伊藤正彦、岩城利勝、植田俊恵、大川昭隆、大牟田 透、小川俊一、 

加藤庸介、小澤口治樹、小藤健雄、佐伯浩実、榊原君徳、白川欽也、鈴木厚子、 

鈴木一史、鈴木 等、鈴木洋子、髙橋勧次、高橋伸治、竹澤秀樹、谷川弘治、 

堤 俊勝、時園茂樹、中島政人、長嶺宗和、野村 進、平田雄一郎、本田明博、 

前川昭之助、水野鉱司、吉原邦夫、吉澤博美、渡邉良保 

 

その他：大澤瑞穂、絹巻和美、中村ゆり子、長谷川彰一、渡邉英彦 

 

法人・団体等：岩城製薬株式会社、岩淵薬品株式会社、ゐのはな山岳会、エーザイ株式会 

社、株式会社アスクレップ、株式会社盛成堂薬局、株式会社タウンズ、株式会社千 

葉ハイリビング、株式会社常磐植物化学研究所、株式会社ミノファーゲン製薬、株

式会社薬研社、薬日本堂株式会社、珊瑚会（昭和３５年卒業生一同）、塩野義製薬株

式会社、昭和３１年卒一同、白鳥製薬株式会社、生化学工業株式会社、第一三共株

式会社、第一三共株式会社 千葉大学卒業生「弥生会」、武田薬品工業株式会社、武

田薬品工業株式会社千葉大学薬学部薬品合成化学研究室修了生有志、千葉大学薬学

部昭和３３年卒業生一同、千葉大学 薬友会、東京化成工業株式会社、日本調剤株式

会社、微生物薬品化学同門会、平成元年卒同窓会、平成二十一年度修了生・卒業生

一同、平成二十二年度大学院修了生・卒業生一同、三葉会（昭和３８年卒業 同級

会）、メルシャン株式会社、薬学部昭和６１年３月卒業生有志、薬学部昭和６１年３

月卒業生有志、薬学部昭和４７年卒有志、薬学研究院高齢者薬剤学研究室同窓会、

有限会社とみうら薬局 、有限会社メルク、湧永製薬株式会社 

 

 


