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大阪大学工学部
醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会
尚醸会
令和元年９月

尚醸会バイオテクノロジ―セミナー（同窓会）開催のご案内
開催日 令和元年 11 月 9 日（土）
場所
大阪大学吹田キャンパス 工学研究科生命先端工学専攻
サントリーメモリアルホール（工学部 C3 棟 5 階）
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-1
http://www.eng.osaka-u.ac.jp/ja/campusmap.html（地図）
阪急北千里駅より徒歩 15 分/大阪モノレール阪大病院前駅より徒歩 15 分
プログラム
14:30 総会（総会、講演会は参加費無料）
15:00 講演会
小島伸彦 氏 （横浜市立大学大学院 生命ナノシステム科学研究科 准教授、平成 8 年卒）
「細胞をつかったものづくり：スフェロイドをデザインする」
遊佐宏介 氏 （京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 教授、平成 11 年卒）
「ほ乳類細胞における遺伝学的研究ツール開発に費やした 20 年」
岡本徹 氏 （大阪大学 微生物病研究所/高等共創研究院 教授、平成 13 年卒）
「ウイルスによる宿主への感染戦略」
17:30 交流会
（講演会場から移動次第、開催の予定）
Kitchen BISYOKU（微生物病研究所 最先端感染症研究棟 1 階生協 食堂）
交流会参加費 5,000 円
出席される方は、下記１～３のいずれかの方法でお申し込み下さい
１．出席申込フォーム (URL: https://forms.gle/hZ8BVJjcxnUMZ2Xv6)
(右記 QR コードからもアクセス可)
出席申込フォーム↑
２．E-mail (doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp)
３．同封の用紙にて Fax または郵送
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巻頭言

二十一世紀の予言

～平成から令和へ～
二宮

保男（昭和 46 年卒）

令和初の尚醸会会報巻頭言と言うことで・・・平成元年と比べ何がどう変わったのか？
気になりますよね。平成元年には時価総額でトップ 50 社のうち日本企業が 32 社ありまし
たが、令和はトヨタ 1 社、それも 45 位（時価総額 22 兆円）と言いう状況です。確かに平
成元年、日本経済はバブルの頂上にありました・・・が、相対的に時価総額で地位を下げ
ると言うことは、業界での存在感、
影響力、
支配力が甚だしく低下して来たと言うことです。
科学技術の分野を見ても、ノーベル賞受賞者数ではロシアと肩を並べる 6 位、新薬創出
力は世界 3 位でアジア唯一、世界の時価総額ランキングではシェア 55％とダントツの米国
に次ぎ日本は 8％で 2 位を保っております。それが力にならない・・・この 30 年で何が変
わったのでしょうか？ 経営者の質の低下や政府指導力の低下は否めないでしょうが、日
本社会の発想力とか創造力が低下していることの問題も大きいでしょう。その原因の一つ
には意思疎通力の低下がある様に思うのですが。
私が学生の頃は研究室にお茶の時間があって、先生方とお茶を飲みながらタバコ歓談？
するのが日常でした。情報交換の場であり、刺激を受け、自分の無知を実感する場でもあ
りました。部外の尊敬する先生や先輩の知遇を得る機会もありました。当時、報告・連絡・
相談は、嫌でも顔を合わせてするしかありませんでした。自分で収集出来る情報量も限ら
れていましたので、冷や汗をかきながらも諸先生・先輩から直接ご指導を受けるしかあり
ませんでした。電卓も無かったので暗算の得意な先輩にデータ処理をお願いしました・・・
これは余談ですが。インターネットのお陰で情報収集力は格段の進歩ですが、現在主流の
ＳＮＳやメールの様に文字での情報交換でどの程度の意思疎通が可能でしょうか？まだ電
話の方が遥かに優れていると思います。余談ですが・・・米国でも、未だにガラケー（flip
phone）を使い続ける経済界の大物も多いそうです・・・例えば、バフェット氏、高齢です
が大富豪の投資家で世界の重鎮です。しかし、未来を語り、夢を醸すには色々な人とワイ
ワイガヤガヤ遣るのが一番です。群れることで意思疎通が容易になり、発想力や想像力が
刺激されヒトは進化すると確信しております。
「十九世紀はすでに去り、人も世もともに二十世紀の新舞台に現るることとなりぬ。」に
始まり「十九世紀の末年において少なくとも八十日間を要したりし世界一周は、二十世紀
末には七日を要すれば足ることなるべく・・・」
「列車は小家屋大にてあらゆる便利を備え、
乗客をして旅中にあるの感なからしむべく、ただに冬季室内を暖むるのみならず、暑中に
はこれ冷気を催す装置あるべく、東京・神戸間は二時間半を要し・・・」
「自動車の世とな
り廉価に購うことを得・・・」更には、
「写真電話。電話口には対話者の肖像現出するの装
置あるべし。写真電話によりて遠距離にある品物を鑑定し、かつ売買の契約を整え、その
品物は地中鉄管の装置によりて、瞬時に落手することを得」は 1901 年（明治 34 年）正月
の報知新聞の記事「二十世紀の予言」だそうです。更には「人道の時代」
「婦人の時代」に
なるとも・・・明治のヒト達に負けない発想力、想像力を養い、
「二十一世紀の予言」考え
てみませんか？
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教室の最近の動向
生命先端工学専攻

生物工学コース長 紀ノ岡正博

令和元年度（2019 年度）のコース長を拝命いたしました紀ノ岡正博です。令和元年 5 月
1 日現在、生命先端工学専攻生物工学コースには、教授 5 名、准教授 6 名、助教 5 名の教員
が在籍しております。加えて、物質生命工学コースの生物化学工学領域（3 名）、生物工学
国際交流センター（3 名）、情報科学研究科バイオ情報工学専攻（4 名）および産業科学研
究所生体分子機能科学研究分野（4 名）に先生方が在籍され、専任教員各位が協力して、生
物工学関連研究室（以下、当教室）といったグループを形成し、学部および大学院の教育
を行っております。また、当教室には、専任教員に加えて、特任教員 17 名、特任研究員 23
名、技術職員 1 名、さらに多くの技術補佐員並びに事務補佐員が在籍し、教育・研究に関
与していただいております。産学連携では、3 つの協働研究所（内１つ共同研究講座からの
振り替え）、3 つの共同研究講座（内 1 つ本年度新設）も生物工学コースと密接に活動して
いただいております。現在当教室には、英語コース所属の大学院生を含め、博士後期課程
57 名、博士前期課程 133 名、学部研究室配属学生 70 名が在籍しております。さらに、学部
では 2 年次の分属で応用生物工学科目には 59 名が分属されました（応用自然科学科 1 年次
では 224 人です）
。なお，本年度の専攻長は、物質生命工学コースの大政健史先生がご担当
されております。
昨年度における専任の教員異動としては、長年英語コース学生のケアー等でご尽力いた
だいた福島エリオデット先生がレヒオナル アマソニカ イキアム大学 (エクアドル)、生物
工学国際センターにて国際教育にご尽力されておられました木下浩先生が（独）製品評価
技術基盤機構、大橋貴生先生が摂南大学理工学部へ異動されました。さらに、内山進先生
が教授に昇任され、高分子バイオテクノロジー領域を開設し、8 月には、鳥巣哲生先生が助
教として着任しました．さらに、山野範子先生が特任助教から専任の助教となりました。
昨年度の教員による主な受賞としては、日本生物工学会にて清水浩先生が功績賞、本田孝
祐先生が生物工学奨励賞（斎藤賞）を受賞されました。
教育の現場では，我が国の高等教育の国際競争力の強化および留学生等に魅力的な水準
の教育等を提供するとともに、留学生と切磋琢磨する環境の中で国際的に活躍できる高度
な人材の養成を図ることを目的としてきました。本年 10 月から英語コースを改称して、
「バ
イオテクノロジー産学共創グローバル人材育成特別プログラム」とし、産学連携をより強
力にしたコースを開始します。
さらに、現在工学研究科では、改組に向け最終準備となっております。来年度からは新
専攻「生物工学専攻」で、バイオテクノロジーを極めた専攻を、工学研究科全体では、産
学連携を強化したコース「産学官共創コース」を開設し、より学問に特化し、共同研究講
座・協働研究所の先生方が学生を指導する産学連携教育が開始される予定です。
以上，昨年度から本年度にかけての動向をご紹介させていただきました。最後に、大学
教育の現場では、特徴ある授業や研究活動を通して、国内外の学生の資質を伸ばすべく日々
努力を行っており、今後も良き人材を輩出して行きます。同窓会の皆様におかれましては、
前途ある後輩たちへ求人を含めた就職活動情報のご提供をお願い申しあげるとともに、今
後も当教室の運営に多大なご支援を賜りますようお願いいたします。
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各研究室の近況
【生物資源工学領域】2019 年度の福崎研は学部生 7 名(含 G30 コース 1 名)、修士 17 名、博
士 16 名とスタッフを合わせた合計 54 名のラボになりました。留学生は 13 名でありここ数
年の状況が継続し非常に国際的なラボになっています。また、福崎研の 3 本柱である、国
際交流、産学連携，男女共同参画の一環として女性教授 2 名がクロスアポイントメント制
度で在籍しています．昨年度の受賞は、助教の Sastia Prama Putri が大阪大学賞を受賞し
ました。
また、
現在 D1 の新田克彰くんが新たに日本学術振興会特別研究員 DC2 に採用され、
現在 3 名の JSPS 特別研究員が研究に従事しています。人数が多いので毎日楽しく研究生活
を送っています。お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。
【生命環境システム工学領域】早いもので着任してから 10 年が経ち、教員（渡邉、松浦准
教授、加藤助教、和田特任教授）と日本人学生 17 名、留学生 12 名と事務、研究の補助の
方を加えて 37 名の研究室となりました。また年間を通じて長短期で国内外の研究者や大学
院生とも共同で研究を進めています。生態系でも重要な位置を占めているミジンコを使っ
て環境のモニタリングから生体の環境応答のメカニズムまで遺伝子編集技術などもとりこ
み、幅広く取り組んできています。学生さんも「工学部でミジンコ？」とけげんな顔をさ
れることもあるそうですが、新学術領域研究でも 3 つの班にいれていただき、ミジンコの
可能性をいろいろと広げていけるのではないかと楽しみにしております。
【高分子バイオテクノロジー領域】今年の内山研は、教員 3 名（内山、杉山、鳥巣）
、特任教員、
特任研究員、研究補佐員、秘書、招へい研究員などが 13 名、学部生 6 名、博士前期 13 名（うち留
学生 2 名）
、博士後期 2 名、の合計 34 名の研究室でスタートです。昨年 8 月に鳥巣助教が武田薬品
から加わりました。博士後期の 2 名は研究室が始まって最初の博士進学者になります。昨年は、現
在博士 1 年の尾山君が蛋白質科学会と質量分析関連の国際シンポジウムで受賞し、修士 2 年の山口
さんが修士中間報告会で最優秀賞を受賞しました。これまではバイオ医薬品でも抗体医薬が研究の
中心でしたが、
昨年の途中からAMED 遺伝子治療ベクターの品質管理や分析の研究を開始したため、
研究アプローチは大きくは変わらないものの、研究対象が大きく変わりつつあります。修士学生の
就職も良好で、3 名全員が希望通りに内定となりました。教育・研究で色々なチャレンジをして、
充実した研究室となるように頑張りたいと思います。
【細胞工学領域】2019 年度の村中研は学生、教職員を合わせて総勢 45 名となりました。2
月には福島エリオデット講師がレヒオナル アマソニカ イキアム大学へ栄転され、これま
で特任研究員であった安本周平さんが 5 月に助教として着任しました。また、卒業生の田
村啓太さんが 2018 年度日本植物細胞分子生物学会学生奨励賞を、中村美月さんが平成 30
年度大阪大学工業会賞をそれぞれ受賞されました。さらに、2019 年度日本植物細胞分子生
物学会学術賞を村中先生が受賞されることが決定しました。現在、様々な研究プロジェク
トが進められており、卒業生が関わった研究成果も続々と論文発表されています。ぜひ研
究室ホームページを訪れて確認してみて下さい。また、2020 年 3 月には村中教授が年会委
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員長を務められる第 61 回日本植物生理学会年会が大阪大学・吹田キャンパスで開催される
予定です。
【合成生物工学領域】本田准教授、岡野助教をはじめ、スタッフ・学生、総勢 14 名の構成
員となりました。少人数ならではのチームワークと小回りの良さでアクティブに研究に取
り組んでいます。一昨年ほど前から健康づくりのため、有志のメンバーで朝のジョギング
を始めております。趣味が高じて、昨冬出場したリレーマラソン大会では、研究室から出
場した 2 チームがアベック優勝を果たすまでになってしまいました。昨年は本田准教授が
日本生物工学会の奨励賞（斎藤賞）を受賞するなど、本職の研究でももちろん頑張ってい
ます。お近くにお越しの際は、ぜひ研究室にもお立ち寄りください。
【生物プロセスシステム工学領域】本研究室は、発足以来 10 年が経過しました。本年 6 月
末現在、教員 3 名（紀ノ岡、金、堀口）、特任教員・研究員、事務補佐員、招へい教員・
研究員などで 30 名、学生 35 名（うち留学生 9 名，研究生 3 名）と、大所帯でかつ国際的
な研究室となっております。特に、工学研究科連携型融合研究組織「細胞製造コトづくり
拠点（2016 年 4 月設立）
」を中心に、細胞製造システム工学共同研究講座（ヘリオス、2014
年 7 月開設）
、細胞培養工学共同研究講座（ローツェライフサイエンス、2018 年 4 月開設）
、
再生医療協働研究所（日立プラントサービス、2018 年 6 月開設）
、未来医療システムデザイ
ン共同研究講座（澁谷工業、2019 年 4 月 1 日開設）との連携強化を進め、細胞製造研究に
邁進しております。
【生物化学工学領域】昨年から山野範子先生が助教として加わり、学部生 7 名、修士 13 名、
博士 2 名、Thao 博士研究員、Frank 特任助教、金井特任助教とサラヤからのクロスアポイ
ント特任准教授の小田先生、スタッフ八木さん、森本さん、藤原さんの 8 か国計 32 名で発
足 5 年目を迎えました。大政先生は生命先端工学専攻長となり、化学工学会バイオ部会長、
徳島大と神戸大の客員教授に加えて日本動物細胞工学会会長、日本生物工学会理事、
AFOB-Deputy Secretary General にも就任されています。AMED バイオ医薬品の高度製造技
術開発(統括 PL 大政)、遺伝子・細胞治療用ベクター新規大量製造技術開発(PL 大政)、
AMED-CiCLE(大政)、科研は基盤 S(大政)、C(古賀)、スタート支援(山野)と研究 PJ も充実し
ています。近くにお越しの際は是非お立ち寄り下さい。
【バイオ情報計測学講座】発足初年のバイオ情報計測学講座では、2018 年 6 月の大阪北部
地震で実験機器等に甚大な被害を受けましたが、幸いなことに人的な被害はありませんで
した。また、みなさまかの温かいご支援を賜り、迅速に復旧することができました。2019
年 3 月には初の応生卒業生を排出することができたことは望外の幸いであります。また、
2019 年 1 月に市橋伯一准教授が、東京大学教授として転出されました。現在は、教授：松
田史生、助教：岡橋伸幸の布陣で工学部応用生物工学コースの学部教育を担当しておりま
す。また、4 月には新 4 回生 5 名が配属され、すこしずつにぎやかな研究室になっており
ます。
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【代謝情報工学研究室】平成 30 年度は、清水教授が日本生物工学会 第 12 回生物工学功
績 賞 を 受 賞 し ま し た 。 博 士 学 位 を 取 っ た 和 田 圭 介 君 の Journal of Bioscience and
Bioengineering 誌への掲載論文が論文賞を受賞しました。また、学生では田中涼君(B4)が
化学工学会の学生奨励賞を受賞しました。新学術領域「新光合成―光エネルギー変換シス
テムの再最適化」や科学技術振興機構の未来社会創造事業「光駆動 ATP 再生系による Vmax
細胞の創製」など、様々なプロジェクトに邁進しています。また、戸谷吉博先生が准教授
に昇任しました。平成 31 年度は学部生 6 名、修士 8 名、博士 2 名、スタッフ 7 名の
計 23 名(6 月現在)で臨みます。近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。
【応用微生物学領域】昨年度で大橋貴生助教がご栄転されました（現在、助教を募集中で
す）
。技術補佐員の杉本響子さんがご退職され、菊池輝美さんがお越しくださいました。ま
た、研究室が発足して 10 年を経たことでひとつの転機を迎えました。現在学部 4 年生が 6
名、修士課程学生が 16 名、博士課程学生が 4 名、G30 学生が 2 名の元気いっぱいな学生
28 名（日本人 18 名、留学生 10 名）にスタッフ 3 名を加え、計 31 名のラボとなっていま
す。国際色豊かな雰囲気のもと、留学生と日本人学生が共に協力してラボを盛り上げてく
れています。研究室イベントの他、当研究室を訪問・滞在された外国人留学生および先生
方を交えた研究室活動の様子なども「藤山研通信」にて頻繁にアップデートしていますの
でご覧ください。皆様の現況も是非お聞かせ下さい。
【分子微生物学領域】一番大きな出来事は、仁平名誉教授のご逝去でした。謹んで哀悼の
意を表します。木下助教は、2019 年 3 月にご退職され、独立行政法人製品評価技術基盤機
構に転出されました。長い間、ありがとうございました。また、日本人学生では、博士後
期課程 1 名と博士前期課程 4 名が修了し、学部生 3 名が卒業しました。Dian さん、Thao さ
ん、Ha Vy さんの留学生も、この一年間にて巣立ちました。新天地でのご活躍を祈念してお
ります。一方、新年度となり、4 回生 3 名を新たに迎えました。これにより、研究室員は計
10 名（木谷准教授、川上技術補佐員、博士前期課程 5 名、学部生 3 名を含みます）となり、
非常に小さな研究室となりましたが、元気にやっております。卒業生の皆様のご来訪を心
よりお待ちしております。
【生体分子機能科学研究分野】昨年 10 月にオーストラリア育ちの長部謙二先生を助教とし
て迎え、本年度は 学生 15 名を含む 30 名で構成されています。昨年来、原著論文 13 報を
含む計 16 報の研究成果を報告しました。
永井先生は第 36 回 大阪科学賞を受賞されました。
永井先生が領域代表を務める文部科学省新学術領域「シンギュラリティ生物学」も発足し、
日本経済新聞の「かがくアゴラ」や毎日新聞の「憂楽帳」で注目研究として紹介されまし
た。当研究室の発光植物開発は着々と進み、EXPO CITY やなんばパークスで開催されたイベ
ントで展示され、多くの市民に注目されました。また、「輝く街路樹づくり 生物発光が拓
く生命科学と未来社会」と題して読売新聞で取り上げられました。最近、永井先生は twitter
にはまっておられて、研究室のホームページともリンクさせておりますので、フォローと
リツイートをよろしくお願いいたします。
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教員紹介：高分子バイオテクノロジー領域の開設にあたって
大阪大学大学院工学研究科 教授 内山 進
2017 年 12 月から高分子バイオテクノロジー領域（旧細胞動態学領域）を担当させて頂
いています。大学院は生命先端工学専攻生物工学コース、学部は応用自然学科応用生物工
学科目の担当となります。現在、酵母バイオテクノロジーを展開されている杉山峰崇准教
授、2018 年 8 月に武田薬品工業から加わった鳥巣哲生助教、と一緒に教育と研究に取り組
んでいます。
バイオテクノロジーを使ってつくられる食品や医薬品を利用するためには適切な品質管
理や分析が必要です。研究室では高品質で安全な食品や医薬品の創出への貢献を目標に、
蛋白質など生体高分子の物性計測や構造解析を行っています。以前より学会、セミナー、
共同研究の折に卒業生の方々にお会いすることがありましたが、今後も尚醸会のみなさま
にお世話になるかと恐縮ながら確信しておりますので、何卒、ご指導とご鞭撻の程よろし
くお願い申し上げます。
私は、名古屋大学理学部化学科で研究室に配属されるとすぐに大阪大学蛋白質研究所に
滞在して共同研究に取り組むこととなり、それがきっかけで阪大大学院理学研究科に入学
しました。その後、指導教官が薬学研究科に教授として転任され薬学博士を頂きました。
創薬ベンチャーに 2 年間勤務後、
縁あって 2001 年に応用生物工学専攻細胞生理学の福井希
一先生の研究室に助手として加えて頂きました。工学研究科に加わるまで、フラーレン、
ペプチド、蛋白質、リボソーム、大腸菌、と徐々に複雑な対象に取り組み、工学研究科で
は 15 年近くヒト細胞の分裂期染色体の研究を行いました。福井先生の系統的研究室運営と
焦点を絞った研究推進のもとでのヒト細胞の研究経験を通じ、生物が持つ特有の機能を生
かすバイオテクノロジーの深遠さに心から畏敬の念を抱くようになりました。2017 年から
は生物工学会英文誌 Journal of Bioscience and Bioengineering の編集員を拝命し、蛋白
質工学や分析技術がバイオテクノロジーにどのように貢献できるかを改めて考える機会を
頂きました。10 年ほど前から、産業ニーズに応じバイオ医薬品の物性研究を再び開始しま
したが、工学研究科の評価軸は多面的で、論文、教育、企業連携、などから自分が得意な
分野を伸ばしつつ、横に展開できるのが魅力です。本コースは英語化にいち早く取り組ん
でいるコースであることにも感銘を受けました。実際コースに加わった際に最初に経験し
たのが、藤原伸介准教授（現関西学院大学教授）にご教示を頂きながらのユネスコ実習生
への研究指導でした。また 2001 年時点から研究室の実験報告や文献紹介は全て英語で行っ
ており、現在では大学院の講義はほぼ全てが英語、修士の中間報告会や修士研究発表は全
て英語であることから、高度に英語化されたコースといえます。留学生も多く、私もイン
ドネシアとの共同研究に参画することでアジアの可能性を肌で感じています。修士発表で
の討議は非常に熱がこもっておりタフな学生が育つ環境の 1 つになっています。こうした
国際的で自由な雰囲気でありながらシビアな環境は私にマッチしており、生物工学コース
の教員としてさらにコースを発展させ、世界で活躍する優秀な人材の育成に貢献すべく精
進する次第です。コースの先生方の「サービスサイエンス」・
「ものづくりは黒子の仕事」
という、工学研究科での研究の在り方について正鵠を射た指針を意識しながら産業に貢献
する研究を進める所存ですので、今後も叱咤激励の程、よろしくお願いいたします。
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研究を基に「三方よし」の精神で社会貢献したい
京都大学名誉教授 立命館大学上席研究員

今中忠行（昭和 42 年卒）

大学を卒業してから 50 年余の間、研究生活を楽しみながら継続してこられたのは幸運で
あったとしか言いようがない。研究成果を論文にして発表するのが基本であるが、近年は
その成果を世の中に役立てることも求められるようになってきた。我々は 100℃でも生育で
きる超好熱菌を分離し、ゲノム解析、形質転換法の開発、新規酵素や代謝経路の発見、タ
ンパク質・DNA・RNA・細胞膜の耐（好）熱性の分子機構解明などを行ってきた。応用的
には KOD DNA ポリメラーゼが PCR 法における世界最高性能の酵素として世界中で好評
を博している。また環境省や京都府の支援を得て、廃棄生ごみから超好熱菌による水素生
産の事業化を試みている。またナノバブルを水中に供給することにより、琵琶湖南湖や天
橋立の内海である阿蘇海のヘドロを消滅させ得ることも実験室で証明してきた。
約 30 年前になるが、炭酸ガスから石油を生産する微生物に関する研究を森川正章助手（現
北海道大学教授）と行ったことがある。当時はそれなりに社会の反響もあったが、生産量
が少なく不安定でもあったため事業化につなげることはできなかった。そこで現在は、新
しい化学的石油合成法を開発し事業化を進めているところである。炭酸ガスと水だけから
石油を合成するのである。すなわち、光酸化触媒を利用して水を活性化し、それと油を混
合することにより油が鋳型合成されるのである。このプレミアム燃料は再利用することが
でき、無尽蔵に合成できるだけでなく、精製の必要もなく、S や N を含まないため燃焼後
も SOx や NOx を発生せず環境に優しい。またこのプレミ
アム燃料はすべて JIS 規格に適合しているだけでなく、実
際にディーゼル車に使用すると走行距離が市販の軽油より
約 10％長くなる。安価で効率よく合成できるため将来の夢
の燃料になるだろうと期待している。また市販の軽油を用
いて同様の実験を行うと、有機物の煤成分や無機質の不純
物がきれいに除去されるため理想的な精製ができ、プレミ
アム軽油が得られた。初期の開発では醗酵工学科の同窓で
ある更家悠介氏（サラヤ株式会社社長）のサポートを頂い
たのでここに謝意を表します。現在では、石油の連続生産
用の産業装置も完成した。この技術を利用すれば、日本の
国際競争力も強化され、日本が真の独立国になることも夢 「炭化水素の合成方法及び合成装置」
日本国特許取得済み、PCT 出願中

ではないと考えている。

話は変わるが、近江商人の経営哲学のひとつとして「三方よし」が広く知られている。
「商
売において売り手と買い手が満足するのは当然のこと、社会に貢献できてこそよい商売と
いえる」という考え方だ。すなわち『売り手によし、買い手によし、世間によし』が『三
方よし』である。私もこの「三方よし」の精神で社会に貢献出来たら幸いである。
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合葉修一先生の御逝去を悼んで
[ 本稿は、去る 2018 年 5 月 7 日に 94 歳の生涯を閉じられた合葉修一先生を悼んで、生物工
学会誌 96 巻 6 号にて掲載された追悼記事を生物工学会および著者の方々からの許可を得て転載
したものです。]

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。学部で初めて授業を受けた時，世界の最新の動向を
知るためということで、11 の英文誌(勿論 Journal of Fermentation Technology も含む)と
英語の教科書 3 冊を真っ先に説明されたのを鮮明に覚えております。4 年生時に配属された
第六講座(醱酵工学単位操作およびプロセス設計)では兼任教授で、さらに 退官されるまで
の大学院前期課程の 1 年間ご指導を頂きました。ご指導頂いたリジン発酵のモデル化で、そ
の年に初めての学会発表[昭和 61 年醗酵工学会(日本生命中之島研修所)]を無事に終えるこ
とができ、研究者としてのスタートが切れました。本当にありがとうございました。
(大阪大学大学院・工学研究科・生命先端工学専攻 教授 大政健史（昭和 61 年卒）)
合葉修一先生が御逝去されました。謹んで先生のご冥福をお祈り申し上げます。合葉先生
には，東京大学と大阪大学の大学院で 5 年間直接ご指導を賜りました。私が若気の至りでつ
い先を急ごうとすると、いつも先生は「もっと足元を見なさい。あせってはだめだ。
」と諭
してくださいました。妥協を許さない厳しさの中でも自由な発想で研究をさせようとされ
た先生のご指導のお蔭で、私もなんとか研究者の道を歩むことができました。私にとり「合
葉先生のお弟子さんですね」と言われることがいつも自慢であり誇りでした。先生がお酒を
楽しまれる時に見せられた美しい笑顔が、今も目に浮かんでまいります。たくさんの教えを
本当にありがとうございました。
(大阪大学 名誉教授 大竹久夫（昭和 53 年博卒）)

ありし日の合葉修一先生[大阪大学・最終講義(1987 年)]。(写真提供:今中忠行先生)
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合 葉 修 一 先 生 は 生 物 化 学 工 学 の 生 み の 親 で あ る 。 先 生 が 著 さ れ た 『 Biochemical
Engineering』は日本語を含め 8 か国語に翻訳され，世界中の大学院生の教科書であった。
私が MIT 留学を終え大阪大学に戻った時に合葉研究室で助手として研究させて頂いたのが
深いつながりの始まりであった。そこで個人的に思い出深いエピソードをいくつか披露し
たい。①最初に実験結果をまとめて報告した時、元の実験ノートを持ってくるように言われ
た。それを持参すると先生自ら数値をグラフ上にプロットし、「いいでしょう」との言葉が
あった。2 回目も同様であったが、3 回目以後はチェックがなくなった。②先生の部屋に入
るには秘書を通してアポイントメントを取るのが常であったが、私に対しては「アポイント
メントなしで入室しても構わない」と言われていた。③英語論文の下書きを準備して先生と
議論することになるのだが、術語一つにしても原典を準備しておかなければならなかった
のでいつも大量の論文コピーを持参していた。英語のチェックも厳しかったが、お陰で英語
論文を書くコツを身に付けることができ、英語に対する抵抗感はなくなった。④合葉先生と
は 2 人でよくお酒を飲んだが、家が近かったせいもあり私の家へ寄っていただくことも多
かった。しかし軽く飲まれた後、「では失礼します」と席を立たれるので先生の家までお送
りした。あとで家内が「合葉先生のお酒はきれいな飲み方だ」と感心していた。合葉先生に
出会えたお陰で今の私があると思い、心から感謝申し上げます。先生のご冥福を祈念致しま
す。
(京都大学名誉教授 今中忠行（昭和 42 年卒）)
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仁平卓也先生を偲んで
大阪大学生物工学国際交流センター 木谷

茂（平成 8 年卒）

仁平卓也先生が、2018 年 9 月 17 日に、65 歳の若さでお亡くなりになりました。仁平研の
准教授であった私自身は、仁平先生のご病状を知らず、2018 年 3 月末の退職以降、大阪大
学 ASEAN 拠点長として、バンコク（タイ）に赴任されているものとばかり思っていました。
闘病されている間も、なんら変わらないメールが届いていたことから、今回のご逝去は、私
にとり、まさに青天の霹靂でした。ご逝去から半年が経ち、私も幾ばくかは落ち着きました
が、私を取り巻く環境の急速な変化のせいか、仁平先生の言葉が未だに耳に聞こえます。同
窓生の皆様には、本記事にて、仁平先生を偲んで頂ければ、幸いです。
私が、仁平先生に出会ったのは、学部 2 回生（1993 年）の生物化学 II の講義です。印象
的なことは、黒板に板書する時、手をポケットに突っ込み、小銭をじゃらじゃらとさせてい
ることでした。これは、仁平先生の長年の癖であり、現在の学生に聞いても、仁平先生と言
えば、「小銭じゃらじゃらの先生でしょ」という答えが返ってきます。同窓生の皆様も、一
度は見かけられたことがあるのではないでしょうか？また、講義中の私語に対しては厳し
く、講義が何度も中断したことを覚えています。
一方、ソフトボールやボーリングなどのスポーツで活躍された姿を思い浮かばれる同窓
生もいらっしゃるのではないでしょうか。4 番でピッチャーが、仁平先生の定位置であった
と記憶しています。腕まくりをして速球を投げ、豪快なバッティングをしていたことを思い
出します。また、研究室のボーリング大会では、仁平先生はマイボールを持ち、試合前の肩
慣らしゲームでは高スコアを出すものの、本番の大会では、意気込みすぎて、スコアが逆に
低くなるというお茶目な一面もありました。
生物工学国際交流センターの教授となられてからは、タイを中心に、インドネシア、ベト
ナム、ラオス、カンボジアなどの東南アジア各国との国際交流を展開されていました。退職
前の数年間は、一ヶ月の半分程度を海外出張されており、
「日本に出張している様やわ」と
仰られていたのが印象的でした。少し疲れていらっしゃるように見えたものの、今回のご逝
去を予感させるそぶりは一切ございませんでし
た。仁平先生の雰囲気を知っていらっしゃる方ほ
ど、このご逝去は信じられない出来事であると思
います。
取り留めない文章となりましたが、ご容赦願え
れば、幸いです。最後に、仁平先生のご冥福を謹
んでお祈りいたします。これまで、ありがとうご
ざいました。天国で、煙草をプカプカとふかして、
紅茶を飲みながら、ゆったりと笑いながら、おく
つろぎください。

教授室にて（2009 年撮影）
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平成 30 年度尚醸賞の授与
工学部応用生物工学コースの成績優秀者の努力を讃え、2019 年 3 月 25 日に大阪大学サントリ
ーメモリアルホールにて、尚醸会を代表して会長の吉田敏臣先生より尚醸賞が授与されました。
受賞者の皆様の今後の益々のご活躍を期待しています。
尚醸賞受賞者のコメント
山本華菜さん
この度は尚醸賞を受賞させていただき、誠に有難うございます。まだまだ未熟ながらも、周囲
の方々に支えられつつ大学 4 年間で努力を重ねてまいりました。その結果、このような形で表彰
していただけたことを大変嬉しく思っております。今後も、社会で活躍できる人間として成長で
きるよう、日々精進してまいります。
南

牧歩さん
この度は尚醸賞をいただけたことを大変うれしく思っております。先生方、友人、先輩、家族

の支えがあって無事大学生活 4 年間を終えることができました。大学院でもこの気持ちを忘れ
ず、先輩方のような社会に貢献できる人間に成長できるよう勉学に励みたいと思います。
大戸優妃奈さん
この度は尚醸賞を受賞させていただきありがとうございました。長い歴史の積み重ねによっ
て今の環境で勉強・研究させていただけているということを自覚する機会ともなりました。今後
も支えてくださっている沢山の方々への感謝の念を常に忘れずに、社会に貢献できるような人
になるべく頑張っていきたいと思っております。

2019 年 3 月 25 日に開催された授賞式での写真（左から、大戸さん、
吉田会長、南さん、山本さん）
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平成 30 年度工学賞を受賞して
大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻
博士前期課程 1 年

福崎研究室

山本華菜（平成 31 年卒）

私はこの度、平成 30 年度大阪大学工学賞を頂きました。このような大変名誉ある賞を頂
けたのは、熱心に指導してくださった先生方や、共に勉学に励んだ友人、経済的・精神的
な面で支えてくれた家族など、大学在学中に私を支えてくださった全ての方々のお陰でご
ざいます。そのような方々への感謝の気持ちを決して忘れることなく、これからもより一
層勉学および研究に励む所存でございます。
私は現在、福崎教授のご指導の下、メタボロミクスについて学びながら、みりんのよう
な糖含有食品の分析のための前処理法を開発しております。研究室に配属されてから現在
まで、1 年間この研究を続けて参りましたが、この１年間という短い間でさえ、できると
思っていたことができなかったり、予想とは真逆のことが起こったりと、研究の難しさと
いうものを身に染みて感じました。そしてその度に、答えが用意されていない事柄に対し
て、自分なりの答えを見つけることの難しさも同時に感じました。教科書や問題集に記載
されているような、答えが用意されている事柄を勉強することについては、今までに自分
なりのやり方を確立して参りました。しかし、答えが用意されていない事柄に対して、自
分の頭で深く考えた上で、自分の意見を持つということにつきましては、私はまだまだ未
熟であるということを痛感しております。今後研究を進める上で、深く考える力は必要不
可欠な力です。
何事に対しても一度立ち止まってみて、深く考えようとする姿勢を意識し、
日々の研究に取り組む所存でございます。
幸福なことに、私の所属する研究室には、未熟な私を導いてくださる先生方や先輩方が
いらっしゃいます。研究を進める上で問題に直面した際、なかなか前に進めず苦しむこと
も多いですが、その度に先生方や先輩方と意見交換をしながら試行錯誤することは大変楽
しく、有意義な時間を過ごせていると感じます。自身が大変恵まれた環境に身を置いてい
ることに感謝しつつ、今後も先を歩く方々の背中を見て日々成長していきたく存じます。
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平成 30 年度

尚醸会バイオテクノロジーセミナー報告
庶務幹事 黒田真史（平成 16 年卒）

平成 30 年 11 月 17 日(土)、大阪大学吹田キャンパスサントリーメモリアルホールにて尚
醸会総会、バイオテクノロジーセミナー講演会が開催され、55 名の同窓生が集い、旧交を
温めました。総会では、吉田敏臣 会長 (昭和 38 年卒) の挨拶の後、尚醸会活動内容の報
告、生物工学コースの現状報告、会計および会計監査の報告が行われました。また、柳謙三
副会長 (昭和 43 年卒) の平成 30 年度限りでの退任と、それに伴う二宮保男 様 (昭和 46
年卒) の平成 31 年度副会長就任、塩谷捨明 様 (旧教員) の平成 30 年度の監査への就任、
高松智 様 (昭和 44 年卒) の平成 31 年度監査への就任が審議され、承認されました。
講演会では、産業界やアカデミアで活躍されている 3 名の女性研究者をお招きしてお話
しをいただきました。まず、九州大学大学院工学研究院・沖部奈緒子 様 (平成 9 年卒) よ
り「Biomining ～鉱山開発における極限微生物のバイオテクノロジー～」というタイトルで
ご発表いただきました。世界最大規模の固体培養装置ともいえるバイオリーチングプロセ
スについて参加者から特に多くの質問が集まりました。株式会社資生堂・小倉有紀 様 (平
成 11 年卒) からは「非侵襲計測技術を用いた皮膚内コラーゲンの可視化」というタイトル
でご発表頂きました。レーザーを用いた装置を一から組み上げて観察を実現されたという
素晴らしいものづくり力に大いに刺激を受けました。最後に、大日本住友製薬株式会社・坂
東清子 様 (平成 22 年博士後期課程修了) からは「薬剤師なのに、工学博士？ 仕事は製
薬会社のトキシコロジストとして・・・」というタイトルでお話をいただきました。高い専
門性を以って新たな医薬品候補物質の安全性を確認するという、大きな社会的意義のある
お仕事に感銘をうけました。夕刻にはレストラン ラ・シェーナに会場を移して交流会を行
い、歓談のひと時を過ごしました。
同窓生の皆様、尚醸会バイオテクノロジーセミナーはアットホームな雰囲気で、初めて会
う先輩・後輩ともすぐに親しくなれますので「知り合いがいないかも・・」という心配はご
無用です。ぜひ次回の尚醸会バイオテクノロジーセミナーにも奮ってご参加下さい。
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尚醸会企画「生物工学コース OB・OG と学生の座談会」を開催しました
大阪大学 古賀雄一（平成 8 年卒）
平成 30 年度も尚醸会に先立って、OB・OG と学生の座談会を実施いたしました。
【開催概要】
開催日時：2018 年 11 月 17 日（土）12 時～14 時
開催場所：C1 棟 112

教室

開催内容：OB、OG 1 名と学生数名のグループでランチョン座談会（OB、OG からの
自己紹介後、学生から質問されたことについてフリートーク）。学生時代、社会人生活、
就活、会社のことなど。
参加者：生物工学コース出身（新卒～5 年目）OB・OG

7 名および生物工学コース関

連講座所属大学院生、学部生 14 名
【開催時の様子】
OB・OG１人に対し学生 2 人でグルー
プを作り、お弁当を食べながら自己紹介、
先輩からの話、フリーな質問時間という
構成で 20 分間のセッションを 4 回行い
ました。今年は規模を縮小しての開催で
したが、その分じっくりと先輩方のお話
を伺う時間を取ることができました。学
生にとって、技術系の職業がどういうも
のなのかを聞くはじめての機会となり、
とても勉強になったという声が多く聞か
れました。また、就職や企業のことにとど
まらず、社会人としての生活や仕事に対
する考え方、人間関係のことなど学生に
とっては新鮮な発見があったようです。
学生たちにとって、先輩は数年後の自分
たちの姿として印象に残ったのではない
かと思います。
末筆では有りますが、OB・OG の皆様、ご紹介頂いた先生方に御礼申し上げます。参
加 OB・OG (順不同、敬称略)：藤本浩史、荒尾拓斗、三浦
酒井大樹（企業幹事）、野原小百合（企業幹事）
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潤、金澤光司、矢野敦士、

13th KAIST-OSAKA U Symposium 2018 に参加して
大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻
村中研究室 博士後期課程 2 年
鈴木

隼人（平成 28 年卒）

私は、標記シンポジウムに大阪大学側の学生として参加しました。標記シンポジウムは、
大阪大学と韓国科学技術院(KAIST)との間で 2 年に 1 度行われる学生主体のシンポジウムで
す。第 13 回目の今回（2018 年 10 月）は大阪大学に KAIST から 15 名の学生と 2 名の教員
を迎えて、吹田キャンパスサントリーメモリアルホールにてシンポジウムを行いました。
運営は大阪大学の博士後期課程の学生主体で行いました。シンポジウム開催の約 1 ヵ月前
に関西国際空港の連絡橋が折れ、一時は中止せざるを得ないかと肝を冷やしましたが、幸
運と皆様からのご支援にも恵まれ、滞りなくシンポジウムを開催することができました。2
日にわたって行ったシンポジウムでは、学生 26 名が口頭発表を行ったほか、KAIST の先生
方 2 名に特別講義をしていただきました。発表演題は植物科学から微生物、抗体生産など
多彩であり、バックグラウンドの異なるもの同士が密に議論を行う貴重な機会となりまし
た。また、英語で研究発表と議論を行い、他国の研究者らとコミュニケーションをとるこ
とができたのは、大阪大学と KAIST 双方の学生にとって非常に良い経験になったと思いま
す。
シンポジウム後には阪大内で懇親会を行いました。その他にも、韓国から大阪に到着し
た際にはお好み焼きを食べ、阪大から関西国際空港へ向かう途中には難波へ観光に立ち寄
るなど、KAIST の方々と交流を図りつつ、大阪の魅力も少しばかりお伝えすることができ
たかと思います。本シンポジウムを通して、KAIST との学術的交流に加え、学生同士の親
交も深めることができました。
最後になりましたが、本シンポジウムにご支援いただきました尚醸会（大阪大学工学部
醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会）の皆様、天野エンザイム株式会社様、株式会社カネ
カ様、興人ライフサイエンス株式会社様に深く感謝いたします。

シンポジウム開催後の集合写真
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～EXPOCITY で展示を行いました。～大阪大学共創 DAYS＠EXPOCITY
大阪大学 大政健史（昭和 61 年卒）
大阪大学フロンティア産業バイオイニシアティブ国際研究拠点は、大阪大学大学院工学
研究科の連携型融合研究組織です。今回は、尚醸会と共催で日本生物工学会のご協力を得
て、2018 年 11 月 17 日の土曜日に EXPOCITY にて開催された大阪大学共創 DAYS で、
「醸造・
発酵の阪大 120 年史」と題して、展示・説明会を開催しました。
120 年の歴史の紹介、サントリー記念館の竣工式の様子（写真紹介）、竣工式の記念帳（佐
治敬三様と本多久吉先輩（サントリー常務、昭和 4 年卒）の署名あり）の紹介、また、竹
鶴正孝先輩（大正 5 年卒）の醸造學雑誌に連載された漫遊土産話（日本生物工学会の協力
にて展示）、これまでに開催した大阪大学産業バイオ 120 年のパネルと、日本生物工学会に
掲載した報告記事の紹介、そして大阪帝国大学醸造科の看板（本物です）の展示、さらに
初代帝国大学教授の斎藤賢道先生が入手したコレクションと考えられているおよそ 90 年
前から保存されている泡盛酵母（OUT5088）と黒こうじ菌（OUT7009）の実際のプレートと
顕微鏡での観察と、もりだくさんの内容で、多数の方々にご来訪頂きました。
醸造・発酵の
阪大120年史

1896年大阪工業学校醸造科が灘の清酒産業の求めで始まってから120年に
わたる産業バイオのあゆみについて紹介します。「マッサン」のモデルの
ニッカウヰスキー創始者竹鶴政孝氏や戦前の泡盛酵母も紹介します。

展示会の様子

説明の様子

紹介したパネルの例
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会員の叙勲・褒章の受賞等

平成 31 年 1 月に故仁平卓也先生（旧教員）に教育研究に対する功労で瑞宝中綬章、従四位が授
与されました。

Osaka University Global Alumni Fellow に

Watanalai Panbangred 氏（昭和 59 年博卒）
Professor, Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University,
Thailand
Director, Mahidol University-Osaka University Collaborative Research Center for
Bioscience and Biotechnology, Mahidol University, Thailand
B.Sc.(Biology), Mahidol University, Thailand（1975 年卒）
M.Sc. (Microbiology), Mahidol University, Thailand（1978 年修了）
大阪大学大学院工学研究科

醗酵工学専攻（1984 年修了 工学博士）

Savitree Limtong 氏（昭和 62 年博卒）
Professor, Department of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University,
Thailand
Fellow, Natural Science (Microbiology), Academy of Science Royal Society of Thailand
B.Sc. (Microbiology), Kasetsart University, Thailand（1974 年卒）
M.Sc. (Microbiology), Kasetsart University, Thailand（1976 年修了）
大阪大学大学院工学研究科

醗酵工学専攻（1987 年修了 工学博士）

Konstantin B. Konstantinov 氏（平成 3 年博卒）
SVP, Manufacturing & Process Sciences, Codiak BioSciences, Cambridge,MA(上級副社長)
College of Automation, Technical University of Sofia, Bulgaria（1982 年卒）
Department of Applied Mathematics, Technical University of Sofia, Bulgaria（1990 年修了 工学修士）
大阪大学大学院工学研究科

醗酵工学専攻（1991 年修了 工学博士）

Anas M. Fauzi 氏（平成 2 年修卒）
Dean of Graduate School (前 副学長、Vice Rector for Research and Collaboration) Bogor
Agricultural University, Indonesia
Bogor Agricultural University, Indonesia（1983 年卒）
大阪大学大学院工学研究科

醗酵工学専攻（1990 年修了 工学修士）

School of Biosciences, Kent University, UK (1996 年修了 PhD)

が新たに認定されました。
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令和元年 8 月、バンドン工科大学（ITB）より、メタボロミクスアプローチによるバイオテクノ
ロジー発展への貢献、ITB–大阪大学間のダブルディグリーの整備、共同トレーニングプログラ
ム等の功績を称えて福崎英一郎 先生（昭和 58 年卒）に名誉教授の称号が授与されました。

ITB 推戴式での記念撮影 左から３人目が福崎先生 (写真提供:村中俊哉 先生 (現教員))

大変な栄誉を受けられましたこと、同窓生一同お祝い申し上げます。
皆様の今後益々のご健勝を心よりお祈りいたします。

同窓生で叙勲、褒章等を受賞された方がおられましたら、
情報を尚醸会幹事（doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp）までお寄せください。
今後も同窓会通信欄にてご紹介させていただきます。

尚醸会幹事
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平成 30 年度 同窓会会計
収入
平成 29 年度より繰越金
平成 30 年度会費
同窓会懇親会会費
受取利子（税引き後）
合計
支出
幹事会開催費（交通費・ドリンク代）
同窓会名簿データ整理委託費
同窓会会誌印刷費
学部 2 年生懇親会補助金
同窓会総会運営費（アルバイト代含む）
同窓会懇親会開催費
OB・OG-学生座談会開催費
同窓会会誌発送費
H8 卒生 通信費
尚醸賞証書・楯作成費
合計
収支
（令和元年度への繰越金）

3,053,694
595,225
167,000
24
3,815,943
22,232
64,908
154,980
50,000
125,000
184,500
35,235
264,206
3,700
18,172
922,933
2,893,010

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

平成 30 年度 学生国際活動支援金会計
収入
平成 29 年度より繰越金
受取利子（税引き後）
合計
支出
KAIST-阪大学生シンポジウム開催補助金
合計
収支
（令和元年度への繰越金）

3,939,063
34
3,939,097
500,144
500,144
3,438,953

円
円
円
円
円
円
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大阪大学工学部 醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会「尚醸会」会則
1. （名称）
本会は大阪大学工学部 醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会「尚醸会」と称する。
2. （会員の構成）
本会は次の会員で構成する。
(1) 正会員
イ 大阪大学応用自然科学科応用生物工学コース、同大学大学院工学研究科生命
先端工学専攻生物工学コース（以下教室と言う）およびそれらの前身学科、
専攻の出身者。
ロ 上記イの教室および付則に示す関連講座の旧教官・教員、現教員および現職
員。
ハ 上記イの教室および付則に示す関連講座に関係のあるもの（旧職員、研究生、
実習生など）で、入会を希望し会長が承認したもの。
(2) 名誉会員
会員の中から幹事会の推薦により総会の承認を得たもの。
(3) 賛助会員
本会の趣旨の賛同し、付則に定める会費を納めるもので幹事会の推薦により総
会の承認を得たもの。
(4) 学生会員
大阪大学工学部応用自然科学科応用生物工学コースおよび同大学院工学研究科
生命先端工学専攻生物工学コースに所属する学生。
3. （目的）
本会は会員相互の親睦を図り教室の発展に寄与することを目的とする。
4.

（所在地）
本会の事務所は教室内に置き、会員の希望により支部を設けることができる。

5.

（役員）
本会には次の役員を置く。
(1) 会長
１名
(2) 副会長
２名
(3) 幹事長
１名
(4) 幹事
若干名
(5) 監査
２名

正会員の中から総会で選出する。
正会員の中から会長が推薦し、総会で承認する。
正会員の中から会長が委嘱する。
正会員の中から会長が委嘱する。
正会員の中から総会で選出する。

（注）常任幹事を削除。
6.
(役員の任務）
本会役員は、役員会を構成し、本会の運営を図る。役員の任務は次のとおりである。
(1) 会長は本会を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐する。
(3) 幹事長は幹事を総括して会務を掌理する。
(4) 幹事は庶務、財務、企画、編集の事務を行う。
(5) 監査は本会の運営と会計を監査し、総会に報告する。
（注）常任幹事の任務を削除。
7. （役員の任期）
役員の任期は２年とし再任を妨げない。
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8.

（名誉会長）
(1) 本会に、名誉会長をおくことができる。
(2) 名誉会長は幹事会が推薦し、総会の承認を得て委嘱する。

9. （会議）
(1) 本会は原則として２年に１回総会を開き、役員の改選、会計報告、会則の改正、
その他重要な事項を議する。
(2) 総会の議決には出席正会員の過半数の賛成を必要とする。
10. （会計）
(1) 本会運営の経費は会費およびその他の収入を持ってあてる。
(2) 会費は付則に定める金額とする。
(3) 名誉会員および学生会員からは徴収しない。また、卒業後50年以上の会員は会
費を免除する。
(4) 本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。
11.（会則の変更）
本会の会則は総会において出席正会員の三分の二以上の賛成を得て改正することが
できる。ただし、書面を持って賛否を表す場合は出席とみなす。
付則
1.

大阪大学応用自然科学科応用生物工学コース・同大学大学院工学研究科生命先端工
学専攻生物工学コースの関連講座とは、大阪大学生物工学国際交流センター、同大学
大学院工学研究科生命先端工学専攻物質生命工学講座生物化学工学領域、同大学産業
科学研究所生体分子機能科学研究分野、同大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学
専攻代謝情報工学講座、同大学大学院情報科学研究科バイオ情報工学専攻バイオ情報
計測学講座およびその前身をさす。

2. 本則第９条の会費は次のとおりとする。
(1)

会費

正会員は年額 2、000円、賛助会員は年額１口

3. 本則第4条の規定に従い、本会に関東支部を置く。
4. 付則の変更は役員会の議をもって行う。
5． 本会則は平成８年１１月１５日から施行する。
平成30年6月27日改訂
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5、000円。

☆同窓会現組織（平成 31 年・令和元年度）
会長

吉田敏臣（昭和 38 年卒）

副会長

関

幹事長

福崎英一郎（昭和 58 年卒）

達治（昭和 41 年卒） 二宮保夫（昭和 46 年卒）

幹事
（企業幹事）酒井大樹 （平成 17 年卒）

辰馬本家酒造（株）

野原小百合（平成 26 年卒）

グリコ栄養食品（株）

荒木千絵 （平成 28 年卒）

サントリーウェルネス（株）

（庶務担当） 三崎 亮（平成 9 年卒）、山内朝夫（平成 9 年卒）、原田和生（平成 14 年卒）、
黒田真史（平成 16 年卒）
、岡橋伸幸（平成 24 年卒）
（財務担当） 木谷 茂（平成 8 年卒）、岡野憲司（現教員）
（名簿担当） 大政健史（昭和 61 年卒）
、内山 進（現教員）、
Sastia Putri（平成 22 年英語コース卒）
（編集担当）松田知己（平成 9 年卒）、加藤泰彦（現教員）
、堀口一樹（現教員）
（企画担当）古賀雄一（平成 8 年卒）、酒井大樹（平成 17 年卒；企業幹事兼）、荒木千絵
（平成 28 年卒；企業幹事兼）
、野原小百合（平成 26 年卒；企業幹事兼）
監査

高松 智（昭和 44 卒）、塩谷捨明（旧教員）

☆会員の動向(最近の動向がございましたなら、同窓会までご一報下さい)
●教職員の異動（平成 30 年 7 月から令和元年 6 月まで）

Web 版では、個人情報の保護のため削除致しました。
●会員訃報 心よりご冥福をお祈り申し上げます。

Web 版では、個人情報の保護のため削除致しました。
●平成 30 年 3 月卒業、修了生進路等

（工学研究科教務係提出資料より）

Web 版では、個人情報の保護のため削除致しました。
同窓会からのお願い

近年、企業合併や部署移動、市町村合併によって、住所変更や所属変更となる会員が増
えておられます。これらに変更が生じた場合、同窓会(doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp)まで
ご一報ください。なお、お寄せ頂いた個人情報は、尚醸会個人情報保護方針
（http://www.bio.eng.osaka-u.ac.jp/doso/jusho.html）に従い、適切に対応いたします。
●教室の構成

Web 版では、個人情報の保護のため削除致しました。
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●クラス会幹事（クラス会幹事の方には会員の所属の移動等について同窓会への連絡をお
願いいたします）
昭和 12 年

昭和 42 年 卜部

格

平成 4 年

内山圭司 平成 30 年 光吉祐太朗

昭和 15 年

昭和 43 年 関口順一

平成 5 年

滝口

昭和 16 年

昭和 44 年 土戸哲明

平成 6 年

松浦友亮

昭和 18 年

昭和 45 年 古川憲治

平成 7 年

永久圭介

昭和 19 年

昭和 46 年 山本忠行

平成 8 年

金谷

忠

昭和 21 年

昭和 47 年 島田裕司

平成 9 年

小林

肇

昭和 23 年 佐瀬

昇 平成 31 年 有島凜太郎

勝 昭和 48 年 曽根良昭 平成 10 年 田中礼央

昭和 24 年 野口祐一 昭和 49 年 小西喜朗 平成 11 年 永塚由佳
昭和 25 年 足立

有 昭和 50 年 中塚正博 平成 12 年 井戸芳博

昭和 26 年

〃

昭和 27 年
昭和 28 年
(旧制)
昭和 28 年
(新制)

東浦忠司 平成 13 年 後藤優治

昭和 51 年 溝口晴彦 平成 14 年 有岡伸悟
斎藤 宏 昭和 52 年 根来誠司 平成 15 年 新家康弘

高野光男 昭和 53 年 金子嘉信 平成 16 年 和田

悠

昭和 29 年 嶋谷幸雄 昭和 54 年 高木 睦 平成 17 年 藤井健治
昭和 30 年 大嶋泰治 昭和 55 年 滝沢 昇 平成 18 年 鳳桐智治
昭和 31 年 遠藤靖夫 昭和 56 年 阿野貴司 平成 19 年 高木康弘
昭和 32 年 細見正明 昭和 57 年 片倉啓雄 平成 20 年 木村修一
昭和 33 年 中桐義隆 昭和 58 年 森川正章 平成 21 年 外尾竜太
昭和 34 年 野本哲也 昭和 59 年 藤山和仁 平成 22 年 井村

誠

昭和 35 年 森元英雄 昭和 60 年 中嶋幹男 平成 23 年 吉田真理
昭和 36 年
昭和 37 年 菅

昭和 61 年 大政健史 平成 24 年 吉田隆史
健一 昭和 62 年 山本恵三 平成 25 年 長澤宏器

昭和 38 年 吉田敏臣 昭和 63 年 向由起夫 平成 26 年 都倉知浩
昭和 39 年 藤田正憲

平成元年

永尾寿浩 平成 27 年 小幡佑季

昭和 40 年 新名惇彦

平成 2 年

松本雄大 平成 28 年 吉富耕太

昭和 41 年 関

平成 3 年

鈴木市郎 平成 29 年 花谷燿平

達治

＊ クラス幹事が空欄の学年は、ご相談の上、同窓会事務局までお知らせください。
＊ 各学年での同窓会等の行事を開催した場合は、是非同窓会までご一報ください．その
際には、簡単な概要説明と写真などを添えて頂けると幸いです．
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会員各位

名簿担当からのお知らせとお願い
①大阪大学生涯メールアドレスをお知らせください。
大 阪 大 学 を 卒 業 ・ 修 了 さ れ た 方 に 、 生 涯 使 え る メ ー ル ア ド レ ス 「 XXXX ＠
alumni.osaka-u.ac.jp」が大阪大学から提供されています。 大阪大学の Web メールシステ
ム（OUMail）を用い、インターネット環境下ならどこでも送受信でき、自動転送設定も可
能です。

平成 26 年 3 月以降の卒業・修了生＝すでに利用可能です
卒業・修了時、全員に OUMail 生涯メールアドレスが設定されています（申し込み不要）
。
アドレスは、卒業の翌月初めに、在学中の大阪大学個人 ID をもとに自動で切り替わって
います（例：u123456a@ecs.osaka-u.ac.jp ➡ u123456a@alumni.osaka-u.ac.jp）
。
※在学中のパスワード、メールデータ、連絡先などの設定は自動で引き継がれます
※大阪大学の中で進学される方には、その課程を修了後に贈呈します

平成 26 年 2 月以前の卒業・修了生＝新規発行となります
アドレスは、申込者の氏名に基づき、下記の形となります。
【姓-名-英字 2 字（自動割り当て）】@alumni.osaka-u.ac.jp
申し込み等、詳細は大阪大学の HP（http://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/alumni/oumail）
をご参照ください。
なお、生涯メールアドレスを取得された後、doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp にもアドレス
をお知らせ頂ければ幸いです。尚醸会からの同窓会案内等を当該アドレスにお送りさせて
頂きます。

②個人情報保護法の改正について
個人情報保護法の改正にともない、尚醸会の管理する個人情報も当法案の対象となりま
し た 。 尚 醸 会 で は 、 す で に プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー を 設 定 （ 2009.11.13 ） し て お り
（http://www.bio.eng.osaka-u.ac.jp/doso/kojin.pdf）、改正された個人情報保護にも対
応しておりますのでご安心ください。
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会員各位
2016年4月の熊本地震では、多くの方々が甚大な被害に遭遇されましたことに心から
お見舞い申し上げます。被害にあわれた方々の中には未だ復興途中の方もおられると
考え、熊本地震で被害にあわれた会員の方々からは平成31年度（令和元年度）年会費
を徴収しないことといたします。払込通知票が送付されますが、お支払いただく必要は
ございません。その他災害に遭われた方もご連絡くださいましたら同様の配慮を検討
させていただきます。他の会員の皆様には、下記記載の要領で平成31年度会費の納入
をお願い申し上げます。
記
１）郵便振替にて納入される場合
同封の払込通知票を用いて、最寄の郵便局にてお振込下さい。
（ご記入内容）
払込先口座番号：00920-5-83256
払込先加入者名：阪大工醸造醗酵応生同窓会
金額：2、000円
２）郵便貯金口座自動払込を申し込まれる場合
最寄郵便局で自動払込利用申込書に必要事項を記入の上、お申し込み下さい。
今後、毎年11月30日に貴口座より、年会費2、000円を自動引き落としさせて
いただきます。手続きの都合上10月15日までにお願い申し上げます。
（ご記入内容）
払込先口座番号：00920-5-83256
払込先加入者名：阪大工醸造醗酵応生同窓会
払込開始月：令和元年11月から
払込日：30日
払込の種別：会費
（注：昨年度すでに自動払込申込をされた方は新たな手続きは不要です。
自動払込手続をされた方は振込用紙で振り込まないようご注意ください。）
♪♪♪♪♪♪♪ 同窓生のみなさまへ会費免除のお知らせ

♪♪♪♪♪♪♪

いつも会費納入にご協力いただきまして誠に有り難う御座います。
同窓生のみなさまは卒業後 50 年経過しますと会費免除となります。
平成 31 年度（令和元年度）は昭和 44 年卒の同窓生が該当致します。会誌送付や諸
行事への参加などは今までと変わりありません。今年から免除になられた同窓生及
びすでに免除になっておられる同窓生の皆様には、長い間会費を納入していただき
まして有り難う御座いました。今後も同窓会へのご支援・ご協力のほど宜しくお願
い致します。
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