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１５：００	 総会  	 サントリーメモリアルホール 
１５：３０	 講演会	  
奈良先端科学技術大学院大学	 バイオサイエンス研究科（客員教授） 
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澤田治司氏	 昭和51年卒 
  「ヤクルト研究所の乳酸菌研究について」 

１７：００	 交流会	 （講演会場から移動し次第開始の予定） 
	 	 	 	 	 	 	 吹田キャンパスGSEコモン・イースト棟15F レストラン「ラ・シェーナ」 
参加費	 ５０００円 
出欠を同封の用紙にて Fax、郵送または、E-mail(doso@bio.eng.osaka-u.ac.jp)で 
お知らせください。 

GSEコモン・イースト棟 15F
レストラン「ラ・シェーナ」 
(交流会) 

C3棟5階 サントリー
メモリアルホール 
(総会・講演会) 
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阪大応生に期待する	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 崇城大学	 塩谷捨明(旧教員)	 

	 

平成 20 年 3 月まで 22 年間、大阪大学大学院応用生物工学専攻教室（以下阪大応生）

の教員として働き、現在も地方の私立大学で働いている者の視点から、阪大応生への期

待を述べさていただきます。 

崇城大学（旧熊本工業大学）は、工・情・生・薬・芸の 5 学部、学生数約 3500 名の

理系に強い中規模総合大学です。ご存知の方も多いと思いますが、阪大応生とは本学応

用微生物工学科設立時より関係が深く、故岡田弘輔先生も教鞭を執っておられました。

現在、本学には私以外に阪大応生卒業生 3名が教授として勤務しています。 

平成 26年度 18才人口は 118万人、10年後の平成 36年度には 109万人、平成 39年

度には 103万人と大幅に減少することが予測されています。若年人口の減少は国力の低

下や年金問題とともに、弱小大学の死活問題になろうとしています。大学進学率は今後

も現状の 50%台が続くと予想されるため、十数年後には約 8万人程度の大学志願者の減

少が見込まれ、現在ある約 800校の大学の 1割程度が消滅するのではと懸念されていま

す。志望先をいとわなければ大学志願者全入時代が続き、弱小大学にとっては存立の危

機を迎えているのです。志願者の減少だけでなく、学生の質の低下も大きな問題です。

学生が先生や教室の先輩の後ろ姿を見て育ってきた時代から、勉強のメニューを示し、

やり方や予想結果まで細かに説明しなければならない時代に移行して久しいのですが、

今や手取り足取りして教育しなければならない時代になっているのです。そこで、地方

の私立大学においては、いかに大学の個性をアピールしてこれからを生き残るか	 その

戦略が問われています。大学にも阪大のような学卒の大多数が大学院に進学する研究に

中心を置く大学と、学部卒で 80％が就職をするような大学まで多様性があります。そ

れぞれの大学の役割が違っていて当然であり、また棲み分けが必要と思われます。この

ような状況の中で、日本の生物工学分野の発展という点から阪大応生とその同窓生に期

待されていることをまとめると次の 2点になります。 

1) 生物工学分野の研究活動、産業活動の牽引役たること。阪大応生とその同窓生は

基礎的な研究でも先端的な研究でも、また産業活動においても常に日本のトップ

を走っていることの自覚と義務感を失わないで欲しい。 

2) 大学はグローバル人材育成の模範たること。大学の使命である教育の面において

も、研究活動を通しての教育のみならず、実務者としての人材の育成にも力を入

れて欲しい。 

地方の私立大学およびその卒業生の多くは、期待を込めてフロントランナーである

阪大応生の動向を見つめています。 
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教室の 近の動向  

生命先端工学専攻	 生物工学コース長	 福崎英一郎 

 

平成 20年度に続き、2度目の生物工学コース長を拝命しました福崎です。簡単に教

室の 近の動向を紹介いたします。平成 26年 6月現在、生命先端工学専攻生物工学講

座には、教授 7名、准教授 6名、講師 1名、助教 7名が在籍しております。加えて物質

生命工学講座の極限生命工学領域の 2名、生物工学国際交流センターの 6名、情報科学

研究科バイオ情報工学専攻の 6名、および、産業科学研究所生体分子機能科学研究分野

の 4名の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、大学院教育を行っています。当教室には、専任教員に加えて、特任

教員 9名、特任研究員 18名、技術職員 2名、事務職員 1名、技術補佐員 6名、そして

事務補佐員 19名が在籍し、教育・研究に関与しています。当教室に関係の深い 2つの

寄付講座、1つの協働研究所、１つの共同研究講座も教育に貢献していただいておりま

す。学生数は、英語コース所属の大学院生を含め、博士後期課程 42名、博士前期課程

81名、学部研究室配属学生 72名が在籍しております。人員の異動は頻繁大量であり、

網羅は困難ですので 2名専任教員の異動のみを報告します。（敬称略）松田知己＠永井

研（准教授昇任）、中野雅裕＠永井研（助教着任）。上記に加えて特任教員、特任研究

員、技術補佐員、事務補佐員、招へい研究員、研究補助員等が数十人規模で異動しまし

た。現在の人員については、別頁の教室メンバー情報を参照してください。 

さて、特記事項として、教室の国際化について私見も加えて述べさせていただきます。

留学生教育は当教室のもっとも重要な教育ミッションであり、その象徴が 10月始まり

の大学院英語コースです。これまで、10数年間継続してまいりましたが、平成 26年度

から “Biotechnology Global Human Resource Development Program”としてさらにパワー

アップすることになりました。加えて、数年前から大阪大学で始まった 10月入学の学

部英語コース“Chemistry-Biology Combined Major Program（CBCMP）”も平成 26年 10

月に第 1回の卒業生を送り出すことになりました。また、今年度から始まった「アジア

人材育成研究教育拠点（Center of Asia Research and Education Network）CAREN」におい

て当教室は中心的な役割を期待されております。留学生教育に加えて、日本人学生の国

際化を推進するために大学院博士前期課程学生を約 1か月間東南アジアへ短期留学さ

せる試みを地道に続けています。まだ、対象人数は限られておりますが、今後、定着・

発展させたいと思っております。その他にも各教員がプロジェクトベースで米国、欧州

の大学との学生交流も行っています。その他、国際学会で発表し、共同研究のために海

外出張する学生もどんどん増えています。テレビ会議でも躊躇なく英語で議論できる学

生が増えており頼もしい限りです。現在、大学院博士前期課程の講義は殆どが英語で行

われており、日本人学生と留学生とが共学し、切磋琢磨しています。一昨年から日本人

学生の修士論文発表会も英語で実施しておりますが、当初心配したことが嘘のように学



 3 

生各位は問題なくこなしています。以上のように、留学生教育と日本人学生の国際化教

育がうまくリンクしており、さらに生物工学講座の特長である国際化を推進したいと思

います。今後とも教室の運営にご支援賜りますようにお願い申し上げます。 
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教員紹介：工学部で薬用植物？？  

大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻	 關	 光（せき	 ひかる） 

 

2011 年 4 月 1 日付で応用生物工学コースの准教授として着任致しました。私は、岡

山大学農学部を卒業後、修士、博士課程に進学し 1999 年に同大学大学院自然科学研究

科で学位を取得しました。岡山大学では植物病理学の研究室に所属し、マメ科エンドウ

を材料に、植物が病原菌からのアタックを受けた時にどういった遺伝子の転写が活性化

されるのか？、また、そのような外部シグナルに応答した転写のオン／オフ制御の分子

機構に関する分子生物学的な研究を行いました。その後、日本学術振興会海外特別研究

員に採用され 2000 年にドイツのマックスプランク植物育種学研究所に移りました。当

時、植物科学研究分野で 先端を走っているあこがれの場所でした。ここでも同様のテ

ーマで研究をしたのですが、材料をシロイヌナズナという植物に変えました。シロイヌ

ナズナは 2000 年に植物としては初めて全ゲノムが解読され、これまでは「個々の遺伝

子のはたらきを一個一個コツコツ調べる」感じだったのが、コンピュータ画面とにらめ

っこして、膨大な DNA配列情報から植物防御応答に重要と予想される候補遺伝子をた

くさん選び出してそれらの働きを網羅的に調べたり、変異原処理した植物集団のなかか

らそれぞれの候補遺伝子に変異が導入された個体を抜き出してきて、病気に強くなった

か／弱くなったか？を調べるといった「逆遺伝学的」な研究手法が可能となりつつある

時期で、新しい研究手法を学ぶことができました。2002 年に、理化学研究所・植物科

学研究センター（当時）に移りました。今現在私が所属する細胞工学研究室の村中俊哉

教授が当時、理研で主宰していた研究チームに、研究員として私を採用して下さったの

がきっかけです。ここで私は、生薬学、天然物有機化学をそれぞれ専門とする同僚とと

もに、薬用植物が生産する薬理成分の合成に関

わる酵素遺伝子の探索を開始しました。薬用植

物が生産する化合物は極めてバラエティに富ん

でいてとても魅力的な研究材料です。一方、遺

伝子レベルの研究をする際にはシロイヌナズナ

ではあたりまえに使える研究リソースや手法が

未だにほとんど使えないデメリットがあります。

それ故の苦労もありましたが、なんとかチーム

力で 重要漢方原料植物である「甘草」の薬理

成分生合成に必須の遺伝子を突き止めることに

成功しました。現在は、有用遺伝子の探索から

一歩進んで「植物遺伝子を導入した微生物によ

る有用物質生産」といった、より応用を指向し

た研究を進めています。さて、ここでようやく
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「タイトル」についてですが、これは私が知人などからしばしば言われるセリフ・反応

です。理解出来ます。この度「社会に役立つものづくり」のマインドが根付く本コース

において研究・教育に従事する機会を頂戴しました。これを期に、将来の「工学部で薬

用植物あたりまえ」を目指して、研究の成果を産業に結びつける努力と情報発信に邁進

していく所存です。 
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尚醸会東京支部だより  

三輪	 治文（昭和 47年卒） 

 

昭和 47年卒業の三輪です。49年に修士課程を終了後就職し首都圏に移り住んで以来、

大阪からは離れています。36 年間勤めた会社を 5 年前に定年退職し、今は東南アジア

と日本を行き来してバイオ技術を活かせる新たなビジネスを目指して悪戦苦闘してい

る毎日です。 

今回、東京支部長の鶴谷さんからの要請で、この記事を書く事になりました。 

戦後の新制大阪大学となった以降だけでも、工学部発酵の卒業生はこれまでに 2000

人は下らないと思います。卒業生の半数以上が関東圏で仕事をし、退職後もその多くが

関東に住んでいるとの事なので、東京近辺で働き、住んでいる発酵の同窓生は 1000 人

以上と思われます。 

さて、東京支部では、東日本大震災のあった 2011年と昨年 2013年は準備不足等で開

催出来ませんでしたが、それ以外は毎年「バイオセミナー東京」と銘打って同窓会を開

催しています。ただ、参加者は毎回ほぼ 50 人前後です。関東地方に居られる同窓生の

人数から考えると 5％に満たない事になります。 

また、工学部全体の同窓会である大阪大学工業会（OKC）東京支部でも、毎年各種の

同窓会イベントが企画されていますが、ここへの発酵同窓生の参加は、多い時で 10 名

程度、通常は数名と言った状況です。関東在勤在住の同窓生の 1％未満と寂しい状況で

す。 

「同窓会には全く魅力が無い？？？」、私もここ数年、OKC や尚醸会の幹事を務め

ていますが、どの様な企画にしたら同窓会に多くの方々が参加されるのか頭を悩ますと

ころです。ただ、発酵の同窓会にしろ、工学部の同窓会にしろ、こうした場でいろいろ

な立場や経歴の人達と懇談することで、自分の持つ情報や人脈が豊かになる事は間違い

ありません。「仕事や趣味で忙しく同窓会どころではないよ」とばかりおっしゃらずに

一度同窓会に参加してみて下さい。きっと何か得る所がある事でしょう。 

昨年は残念ながら出来ませんでしたが、本年は 10月 18日（土）の 11時から、四ツ

谷駅前の主婦会館（プラザエフ）で尚醸会東京支部の同窓会（バイオセミナー東京 2014）

を開催します。本年３月まで、阪大のバンコク事務所長を努められた関先生に講演いた

だく事になっています。関東在勤在住の 1000 名の同窓生の 1 割（100 名）以上の方々

がお集まり頂ければ賑やかな会となり、有意義な情報交換も盛んになされる事と期待し

ております。 

また、東京での阪大同窓会イベントとしては、毎年 8月の第一土曜日に開催される「ビ

ールの会」（OKC 主催）や 10 月下旬に予定されている「秋の集い」（OKC 主催）、

12 月初旬に学士会館で開催の「大阪大学の集い」（阪大主催）等があります。どこか

でまたお会いする事を楽しみにしています。 
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＜＜同窓会通信＞＞  
国際基準に適合した次世代抗体医薬等の製造技術プロジェクト  

～次世代バイオ医薬品製造技術研究組合について  

徳島大学	 大政健史（昭和 61年卒） 

 

現在、経済産業省	 個別化医療に向けた次世代医薬品創出基盤技術開発 (国際基準に

適合した次世代抗体医薬等の製造技術）（平成 25年度事業費 32億円、FY2013-2017）の

プロジェクトリーダーを仰せつかっております。本プロジェクトは、多数の卒業生の皆

様にもご協力・ご参画頂いて進めておりますので、ここに紙面を借りて、簡単に紹介さ

せて頂きたいと思います。 

このプロジェクトは、バイオ医薬品生産に関する我が国発の技術開発と、その集積を

はかることを目的としております。研究対象は、動物細胞を用いた糖タンパク質医薬品

生産で、大きく生産細胞の構築、培養装置・培養方法、分離精製プロセス、品質管理な

らびに、これらを統合したプロセス全体の実証から成り立っています。現在、抗体医薬

に代表されるバイオ医薬品は、医薬品の世界の売上上位ベスト 10のうち 6品目を占める

ようになり、製薬産業、バイオ産業の成長エンジンとして期待されています。一方、そ

の生産プロセスは、実用化されているものの、依然として個別要素対応、試行錯誤によ

るプロセス構築がなされているのが実情であり、科学的な基盤や、それを活かした研究

開発が未発達な部分がまだまだあります。我が国においても、本分野に関して個別に素

晴らしい要素技術は開発されているものの、実際の上下流プロセスの中でその技術が試

されて開発されることがあまりありません。そこで、本プロジェクトでは、Chinese 

Hamster Ovary（CHO）細胞を用いたバイオ医薬品（特に抗体医薬品）生産プロセスを具

体的な対象として、個別要素を開発するのみならず、それらを融合し、プロセス全体と

して実証することを目的としています。現在、CHO細胞は、上記の上位 6品目のうち、

5品目の生産宿主であり、バイオ医薬品生産宿主のグローバルスタンダードとなってい

ます。 

また経済産業省のプロジェクトですので、大学の先生方が主にプロジェクトを総括し

ますが、大学での研究だけでなく、企業の研究と一緒に総括する形で実施されます。現

在、このような研究開発体制のために技術研究組合制度が設けられております。研究組

合は、企業を組合員として構成されるものであり、法人格を持ち、組合員共通の知財協

定にて運営いたします。大学や独立法人等も組合員として参画することもできます。現

在、技術研究組合に理事長として日立製作所取締役社長	 東原敏昭氏、専務理事として、

二宮保男氏（S46卒）にお願いし、25社、2大学（徳島大学、神戸大学）、3独法（産総

研、日本血液製剤機構、バイオインダストリー協会）、10大学以上の再委託先から構成

されています（次ページ	 研究開発体制図）。尚、大阪大学では、藤山和仁先生、内山

進先生に本プロジェクトにご参画いただいております。研究課題は次世代のバイオ医薬
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品製造の基盤

技術開発を指

向した 120課

題ほどにのぼ

るため、研究の

詳細は本紙面

では割愛させ

て頂きますが、

私たちが世界

初で行った染

色体の不安定

解析等を中心

として、CHO

細胞を中心と

した細胞培養

株を用いた生物反応そのものの性質（不確定性、不均一性、特異性など）の再設計にか

かわる事項や、撹拌も含めた数百 L規模のディスポーザブル培養槽の開発などが行われ

ます。また、開発した技術を実証する設備として、徳島副サイトならびに筑波副サイト

において、個々の要素技術を融

合した後、神戸ポートアイラン

ド内にこれらを統合する拠点

となる GMP対応予定の設備を

設ける予定です（右図）。さら

に製薬協と共に、この施設を活

用した本分野における人材育

成にも取り組みます。 なお、

本プロジェクトは、平成 26年

度からは次世代治療・診断実現

のための創薬基盤技術開発事

業 (国際基準に適合した次世代抗体医薬等の製造技術）に、平成 27年度からは新しく発

足した日本医療開発研究機構のプロジェクトに統合される予定です。 

また、本プロジェクトの上流側にあたるプロジェクトとしてこれは文部科学省「革新的

バイオ医薬品創出基盤技術開発事業」も発足予定です。これは、小生も俯瞰調査に協力

した JST戦略センター(CRDS)の調査検討報告書「革新的バイオ医薬品」を受けて実施さ

れるものです。この報告書は全文が JSTにおいて公開されていますので、興味ある方は

ご参照ください(http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2013/RR/CRDS-FY2013-RR-03.pdf)。 

神戸市新興都市サービスのホームページ（http://www.kups.jp/news/）より引用 
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大阪大学時代に得た貴重な財産  

（独）製品評価技術基盤機構	 川崎浩子（旧教員） 

 

	 大阪大学を退職してすでに７年が経ちました。私は平成 9年(1997年)に生物工学国際

交流センターの助手として勤務し、平成 19年までの 10年 2ヶ月を応用生物工学専攻の

皆様とごいっしょさせていただきました。現在は、経財産業省管轄の独立行政法人製品

評価技術基盤機構（NITE）・バイオテクノロジーセンター（NBRC）という、バイオ産

業の発展を支援する生物遺伝資源センター（通称 BRC）に勤務しております。転職直

後は、生物遺伝資源センターの酵母菌チームチーダーとして、酵母菌の多様性研究をし

つつ NBRC 株の管理を行っていました。勤務して 2 年ほど経った頃から、生物多様性

条約第 10回締約国会議(COP10)が名古屋で開催されるということで、微生物資源のアク

セスと利益配分に関する国際動向への対応が求められ、徐々に国際関連の仕事が増え、

現在では NBRC の国際連携室長として、生物多様性条約への対応、アジアネットワー

ク事業、国際プロジェクト運営を行っております。 

	 具体的には、多くの方々に NBRC株を、早くそして安心して利用してもらうために、

有用酵母の探索、MALDI-TOF MSを用いた微生物迅速同定法の開発を行っています。

微生物分類学で得られた知識を、研究開発やバイオ産業に繋げることができるように取

り組んでいます。NBRCのお客様の中には、大阪大学時代の方の名前を見かけることが

あります。私と知らずに問い合わせをいただくこともあり、卒業生のご活躍を感じると

ともに、私の仕事が皆様のお役にたっていることに喜びを感じております。 

	 もう一つの取り組みは、海外連携事業です。2010 年、「生物の多様性に関する条約

（生物多様性条約）の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡

平な配分に関する名古屋議定書」（名古屋議定書）が採択され、2014 年 10 月 12 日に

発効することとなりました。日本の本議定書批准はまだの状況ですが、少なからず利用

者は影響を受けます。日本の研究者が安心して海外微生物資源へアクセスできるよう

様々な取り組みを行っています。13カ国 23機関によるアジアネットワーク活動（ACM）

とその事務局活動、世界中の BRCsとの連携、そしてアジア 7カ国と包括的覚書(MOU)

の締結と共同事業の実施に携わっています。アジア諸国での交渉やプロジェクト協議で

は、大阪大学卒業生に必ずと言っていいほどお会いします。そこでも大阪大学生物工学

分野の人脈に助けられています。偶然にも今年からモンゴル共同事業の相手国リーダー

に私の学生が着任しました。留学生の方々が帰国後、日本で学んだ事を生かして活躍さ

れていることを実感します。 

後になりましたが、大阪大学で学んだ国際協力、国際交渉のスキルは今の私の財産

です。ご指導いただいた関先生、吉田先生、仁平先生、藤山先生をはじめすべての生物

工学分野の教職員の皆様に大変感謝しております。これからも、日本の微生物学研究の

下支えをすべく日本の BRCとして貢献できるよう努めて参ります。 
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醗酵二八会同窓会報（卒業 60周年記念）の発刊について  

 

旧制大阪大学工学部醗酵工学科昭和 28 年卒

業生同窓会（二八会）の松田祥吾様より、写真

のような同窓会報の発刊について、お知らせを

頂きました。卒業後 60年を迎えるにあたり、東

野田・枚方キャンパス・枚方寮で恩師や同窓生

と過ごした青春の思い出、母校の変遷と現状、

これまでの同窓会の活動経過、等が同窓生から

の寄稿を交え綴られたもので、編集係一同、大

変興味深く拝読致しました。この冊子の内容に

ついて全てご紹介したいところではありますが、

全 36ページに亘る大作ですので、紙面の都合も

あり、冊子 9ページに収録されています“二八

会の活動経過”を以下にご紹介させて頂きます。 

なお、お送り頂きました冊子については、1

冊を大阪大学アーカイブズ（箕面キャンパス）

に、残りの 2冊につきましては当教室の図書館に所蔵を致しましたのでお知らせ致しま

す。 

 

二八会の活動経過 

	 我々の同窓会は卒業後十数年の頃、熱海で開催したのが初回と言われているが詳細は

不明である。その次は、昭和五十六年、岩崎君らが呼びかけ奈良に九人が集まり一泊し

て歓を尽くした。これは非常に好評で反響も大きく、以後は観光も兼ね定期的に開催す

るようになった。二八会の呼称も定着し、会は楽しく親睦を深めた。近年は高齢化のた

め参加者は漸減しているが、回を重ねること二十数回に及んでいる。 

	 一方、会報は卒業四年後、泉、藤井両君の尽力で「終列車」を刊行、その後は前記の

奈良の会合以降、行事の度に発刊したが、平成一五年以降は途切れている。記事は行事

の詳細、級友の動静、作品（所感、随想、俳句、漢詩、写真等）、世評その他、充実し

た内容であった。唯、「母校だより」を掲載しなかったのが、今から思うと残念である。 

	 逝去者があれば全員に即報し、ご遺族にはお悔やみ状や香典を差し上げて哀悼の意を

表した。昭和五十八年に北陸山中温泉で卒業三十周年を祝った折、恩師へ記念品を差し

上げようとの声が上がり、 小田、照井、芝崎、上田、田口五先生に置時計を贈呈して、

大変喜んで頂いた。 

	 平成七年、阪神大震災の時、神戸地区の五人の被災級友を救援するため、義援金をお

願いしたところ、全員が即座に応じて下さり予想以上に多額の拠金を頂き、五人を激励
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することができた。これは二八会として特筆すべき活動であろう。この緊急の時に救援

方針を明快に示したのは山田君であり、迅速に行動できたのは彼のリーダーシップに負

うところが大きい。 

	 二八会には会則も会長も年会費もない。輪番の幹事が皆と相談して行事を計画し、費

用はそのつど徴収するノンビリ型運営である。世の中は変転の激しい時代であったが、

格別のコンセプトなしで終始し、それで円滑にことが運んだ。諸兄の御協力の賜物に他

ならない。 

	 同窓会で大切なことは皆で集まること、皆で飲むことであろう。我々は今八十路も半

ばで全員が集まることは出来なくなった。そこでここにドイツの学生歌 

Ergo bibamus の冒頭の数行を引用し、意気盛んであった当時を回想して頂きたいと希う

ものである。 

 

Hier sind wir versammelt 

         zu löblichem Tun ;    

Drum, Brüderchen, Ergo bibamus!	 

Die Gläser, sie klingen, 

Gespräche, sie ruhn, 

Beherziget Ergo bibamus! 

 

(作詞者はかのゲーテで、エルゴ、ビバームスとはラテン語で「さらば飲まんかな」とい

う意味である。) 

 

	 直訳すると「賞讚すべき行為のため我らはここに集まった。だから友よ、さらば飲ま

んかな!	 グラスは響け、話は休め、心をこめて、さらば飲まんかな」 

この学生歌のメロディはブラームスの大学祝典序曲の中にも使われていたと思う。 
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同窓会報告  

遠藤	 靖夫（昭和 31年卒）	  

 

2012年10月16・17日※に幹事・富士野公也君の発案と企画で卒後56年となって、同窓生もほとんどが

80歳を迎える事となり、「傘寿記念同窓会」として開催する事となりました。武庫川清流の左岸に建つ宝

塚ワシントンホテルに集合し、ホテル内の日本料亭「島家」が会場として選ばれ、遠路九州福岡と佐賀か

らの高木勇三郎君夫妻と石橋一雄君を迎えて総勢11名が参集し、幹事富士野君の挨拶の後、高木君の乾杯

の音頭で始まり、宴会も次第に賑やかに進行し、積もる話も次々 と出て時の経つのも忘れ、学生時代の思

い出や、現在の健康状態が話題になるのも成り行きで、予定時間は遥かに超過して仕舞いました。しかし

お互いの歳も考えてお開きとなり、明日の予定に備えました。 

翌日は9時台の快速で三田駅へ着き、送迎バスで南下して神戸市北区のキリンビール神戸工場に到着、

早速係りの説明に従い 新のビール製造ラインを見学し、学生時代に学んだ醸造工程を思い出しながら、

約一時間の見学を終わり、各種ビールの試飲に心地よく酔い、更に専属のビアレストランでオリジナル料

理を食した後、またラガービール缶そのままの形の送迎バスに揺られて三田駅に帰り、記念同窓会を終了

しました。 

（出席者：飯田孝雄、井口透、石橋一雄、清井正好、関文彦、高木勇三郎夫妻、富士野公也、藤之木昭二

郎、綿中雄一、遠藤靖夫） 

 

 
第 17回大阪大学醗酵工学科昭和 31年卒 

傘寿記念同窓会（2012年 10月 16・17日） 

 

※本同窓会報告は遠藤様より昨年にご連絡頂きましたが、同窓会幹事内での伝達不足などもあり、

昨年の同窓会誌に掲載出来ませんでした。心よりお詫び申し上げます。（編集部） 
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同窓会報告  

森川	 正章（昭和 58年卒） 

 

発酵工学科 58年卒は今年で卒業 30年を迎えました。当日は天候にも恵まれて、千里

中央駅からマイクロバスで北摂霊園に向かい、故吉田和哉氏（元、奈良先端大助教授）

のお墓参りをしました。その後、湯の花温泉街の松園荘保津川亭に到着し、たがいのお

腹のでっぱり具合を自慢しながら？ゆっくりと温泉につかって日頃の疲れを癒しまし

た。湯上がりの後、豪華な食事を頂きながらときのたつのも忘れて夜遅くまで歓談しま

した。さすがに 20 周年（於、浜名湖温泉）のときのようなムチャ飲みはありませんで

した。翌朝、次回の 40 周年までは皆健康に暮らすことを誓って別れを惜しみつつ散会

しました。幹事の加藤さん、南野さん、山本和さんありがとうございました。 

2013. 8. 31. 卒業３０周年記念同窓会（於、湯の花温泉） 
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Konstantin博士からのメッセージ  

徳島大学	 大政	 健史（昭和 61年卒） 

2014年 5月に開催された小生もオーガナイザーを務めたカナダでの国際シンポジウ

ム Cell Culture Engineering XIVで、 博士課程の同級生の Konstantin Konstantinov博士 

(H3D卒)と一緒になりました（写真）。現在 Konstantinさんは、米国の製薬会社 Genzyme

社の製造担当 Vice Presidentを務めておられます。Genzyme社は現在 Sanofiグループの

一社ですが、バイオテクノロジーの分野では、Genentech, Amgenに次いで世界で 3番目

に大きなバイオテクノロジー会社として

知られていました。この 11月に日本動物

細胞工学会国際学会(JAACT2014)で来日

され、JBAにて講演をされる予定です(11

月 10日	 新城雅子様(S52卒)がコーディネ

ーターです)。その後、JAACT2014で講演

の後、大阪大学で講演をお願いしています

ので（11月 13日午後	 藤山先生がコーデ

ィネーターです）、興味ある方はご参加下

さい。 

Konstantin Konstantinov博士 (平成 3年博卒)と小生 

 

以下は，Konstantin博士から届いた皆様へのメッセージです。 

 

It has been 22 years since I left ICBiotech, Osaka University, where I got my PhD within the team of 

Professor Toshiomi Yoshida.  Since then, I continued my research in the field of biotechnology 

process development, and worked for two companies – Bayer (Berkeley, California) and Genzyme 

(Boston, Massachusetts).  Currently, I am Vice President of Process Development at Genzyme, A 

Sanofi Company. 

 

My career in the US was heavily influenced by what I learned during my years at ICBiotech, Osaka 

University.  The training I received under Yoshida-sensei guided me through many projects and 

challenges.  I am incredibly grateful for the opportunity to work at ICBiotech with such a talented 

team, and would like to say a big thank you to Professor Yoshida, Mrs. Sawazumi, Dr. Nakajima and 

Professor Omasa with whom I have kept close during the years.  I am particularly happy to have 

the chance to visit Osaka University again in November this year, while attending the JAACT 

meeting, and look forward to seeing my old friends once again. 
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実践	 有用微生物培養のイロハ	 試験管から工業スケールまで	 のご紹介  

徳島大学	 大政	 健史（昭和 61年卒） 

 

酵母の流加培養の学生実験を覚えておられる卒業生の方も多いかと思います。この酵

母流加培養の学生実験は 1980 年代の終わりからずっと続いています。この実験で、有

用微生物である酵母の培養の面白さ、不思議さ、流加培養によって菌体の増殖を制御で

きるという事柄、さらには、ファーメンターという装置を使った培養の試験管との違い、

まさに生物工学/生物化学工学を感じて頂いた卒業生の方も多いかと思います。片倉先

生(S57卒)と小野先生(S50M卒)と小生とで、学生実験のノウハウも含めて、丁寧に解説

した本を出しました。350 ぺージ、丸々2 年間かかりました。本当に細かいところまで

丁寧に書きました。この本には多

数の尚醸会の皆様(敬称略	 佐久

間英雄(S48卒)、村山敬一(S51卒)、

松村吉信(S63 卒)、東山堅一(H 元

卒)、木下昌惠(H3卒)、滝口	 昇(H5

卒)、東端啓貴(H7 卒)、伊澤直樹

(H14 卒)、小西正朗(H14M 卒) 、

仁宮一章(旧教員))にも執筆者と

してご協力頂いています。ありが

とうございます。教室の図書室に

も寄付していますので、一度ご覧

になって下さい。 

「実践	 有用微生物培養のイロハ	 試験管から工業スケールまで」 

エヌ・ティー・エス(2014)  

http://www.nts-book.co.jp/item/detail/summary/bio/20140700_130.html 
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平成 25 年度	 尚醸会バイオテクノロジーセミナー回想	 

	 

平成 25 年 11 月 9 日（土）に、平成 25 年度尚醸会バイオテクノロジーセミナーの総

会・講演会（吹田キャンパス C3 棟 5F サントリーメモリアルホール）と懇親会（同キャ

ンパス内レストラン	 ラ・シェーナ）が、総勢５３名の同窓生と共に開催されました。

総会では、菅会長のご挨拶に引き続き、原島幹事長から事業報告、教室の現状報告、柴

谷監査役から会計監査報告が行われ、いずれも承認されました。続いて、内山圭司氏（徳

島大学疾患酵素学研究センター、平成４年卒）、和田悠氏（株式会社ミツカン、平成２

２年卒）の２名による講演が行われました。内山氏からは、「神経変性疾患と小胞輸送

‐プリオン病における小胞輸送障害」、和田氏からは、「ミツカンの商品開発の秘訣」

と題したご講演を頂き、質疑応答では、演者の貴重な資料や興味深い現象に対する質疑

が活発に行われ、和やかなうちに閉会を迎えました。	 

場所をレストランに移して、懇親会が行われました。至る所で、再会を懐かしむ光景

がみられました。会の途中では、新任教員（市橋、新井）と新任幹事（三崎、高田）の

紹介と簡単な挨拶をはさみ、また宴もたけなわではありましたが、柳副会長の中締めで

懇親会を終了しました。参加された先生方のお名前を下記にリストアップいたします。

同窓生の方々のより一層の参加を、幹事一同お待ちしております。	 

【出席教員（敬称略・アイウエオ順）】	 

新井由之、内山圭司、卜部格、大嶋泰治、大橋貴生、大政健史、岡澤敦司、岡野憲司、

小野比佐好、古賀雄一、笹野佑、新名惇彦、菅健一、杉山峰崇、關光、高田英昭、高野

光男、原島俊、馬場健史、福崎英一郎、藤山和仁、本田孝祐、松浦友亮、松田知己、三

崎亮、室岡義勝	 

（編集部・記） 
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平成 25年度	 同窓会会計 

収入 平成 24年度より繰越金 3,154,759円 

 平成 25年度会費 589,500円 

 同窓会パーティー会費 210,000円 

 受取利子（税引き後） 671円 

 合計 3,954,930円 

支出 同窓会会誌印刷費他 121,170円 

 郵送通信費（交通費含む） 22,950円 

 同窓会総会運営費 248,844円 

 同窓会名簿データ整理委託・発送費 298,000円 

 学部 2年生懇談会補助金 50,000円 

 合計 740,964円 

収支 （平成 26年度への繰越金） 3,213,966円 

 

平成 25年度	 学生国際活動支援金会計 

収入 平成 24年度より繰越金 4,236,183円 

 受取利子（税引き後） 1,015円 

 合計 4,237,198円 

支出  0円 

 支出合計 0円 

収支 （平成 26年度への繰越金） 4,237,198円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Web版のため、印章部分を削除致しました。
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Web版のため、印章部分を削除致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

お詫び 

 

昨年の会報１６号において、平成 24年度会計について、当方の都合

による会計監査の遅れにより、集計表のみをお知らせ致しました。こ

こに平成 24年度の会計監査証明書を掲載し、ご報告させて頂きます。 

なお昨年の同窓会総会では、出席者のみなさまにこの会計監査証明

書のプリントをお渡し、議題として了承を得ましたことを、合わせて

ご報告いたします。 

 

会計担当	 藤山和仁 
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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	 正会員の中から総会で選出する。	 

(2)	 副会長	 ２名	 正会員の中から会長が推薦し、総会で承認する。	 

(3)	 幹事長	 １名	 正会員の中から会長が委嘱する。	 

(4)	 幹事	 	 	 	 若干名	 正会員の中から会長が委嘱する。	 

(5)	 監査	 	 ２名	 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

工学研究科物質・生命工学専攻極限生命工学講座、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生物共生情報工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	 5、000円。	 

	 

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18年11月11日改訂	 
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☆同窓会現組織（平成 26年度）  

 

会長 菅	 健一（昭和 37年卒） 

副会長 新名惇彦（昭和 40年卒）	 柳	 謙三（昭和 43年卒） 

幹事長 原島	 俊（昭和 47年卒） 

幹事 大竹久夫（昭和 53年博卒） 

（企業幹事）為則勇人	 （平成 10年卒） 江崎グリコ(株)	  

増田康之	 （平成 15年卒） 菊正宗酒造（株） 

玉岡邦康	 （平成 21年卒） サントリー酒類（株）  

  

（庶務担当） 松浦友亮（平成 6年卒）、永尾寿浩（平成元年卒）、岡野憲司（現教員）、 

  馬場健史（平成 13年博卒）、三崎 亮（平成 9年卒） 

（財務担当） 藤山和仁（昭和 59年卒）、高田秀昭（平成 14年卒） 

（名簿担当） 大政健史（昭和 61年卒）、岡澤敦司（旧教員）、杉山峰崇（現教員） 

（編集担当） 木谷 茂（平成 8年卒）、長森英二（現教員）、關 光（現教員） 

（企画担当）古賀雄一（平成 8年卒）、為則勇人（平成 10年卒；企業幹事兼） 

 増田康之（平成 15年卒；企業幹事兼）、玉岡邦康（平成 21年卒；企業幹事兼） 

監査 柴谷武爾（昭和 38年卒）、室岡義勝（昭和 41年修卒） 
 
 
☆会員の動向 ( 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 25年 8月から平成 26年 7月まで）  

Web版のため、個人情報を削除致しました。 

 

●	 会員訃報	 心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

Web版のため、個人情報を削除致しました。 

 

● 平成２６年３月卒業、修了生進路等	 （工学研究科教務掛提出資料より） 

Web版のため、個人情報を削除致しました。 

 

●	 教室の構成 

Web版のため、個人情報を削除致しました。 
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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 41年 関	 達治 平成 2年 松本雄大 

昭和 15年  昭和 42年 卜部  格 平成 3年 鈴木市郎 

昭和 16年 武田六郎 昭和 43年 関口順一 平成 4年 内山圭司 

昭和 18年  昭和 44年 土戸哲明 平成 5年 滝口	 昇 

昭和 19年  昭和 45年 古川憲治 平成 6年 松浦友亮 

昭和 21年  昭和 46年 山本忠行 平成 7年 永久圭介 

昭和 23年 佐瀬	 勝 昭和 47年 島田裕司 平成 8年 金谷	 忠 

昭和 24年 野口祐一 昭和 48年 曽根良昭 平成 9年 小林	 肇 

昭和 25年 足立	 有 昭和 49年 小西喜朗 平成 10年 田中礼央 

昭和 26年 辻阪好夫 昭和 50年 中塚正博 平成 11年 永塚由佳 

昭和 27年  〃 東浦忠司 平成 12年 井戸芳博 

昭和 28年

(旧制) 
斎藤	 宏 昭和 51年 溝口晴彦 平成 13年 後藤優治 

昭和 28年

(新制) 
高野光男 昭和 52年 根来誠司 平成 14年 有岡伸悟 

昭和 29年 嶋谷幸雄 昭和 53年 金子嘉信 平成 15年 新家康弘 

昭和 30年 大嶋泰治 昭和 54年 高木	 睦 平成 16年 和田	 悠 

昭和 31年 遠藤靖夫 昭和 55年 滝沢	 昇 平成 17年 藤井健治 

昭和 32年 細見正明 昭和 56年 阿野貴司 平成 18年 鳳桐智治 

昭和 33年 中桐義隆 昭和 57年 片倉啓雄 平成 19年 高木康弘 

昭和 34年 野本哲也 昭和 58年 森川正章 平成 20年 木村修一 

昭和 35年 森元英雄 昭和 59年 藤山和仁 平成 21年 外尾竜太 

昭和 36年  昭和 60年 中嶋幹男 平成 22年 井村	 誠 

昭和 37年 菅	 健一 昭和 61年 大政健史 平成 23年 吉田真理 

昭和 38年 吉田敏臣 昭和 62年 山本恵三 平成 24年 吉田隆史 

昭和 39年 藤田正憲 昭和 63年 向由起夫 平成 25年 長澤宏器 

昭和 40年 新名惇彦 平成元年 永尾寿浩 平成 26年 都倉知浩 

＊	 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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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。 
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会員各位	 

	 

この度の東日本大震災では、岩手・宮城・福島の三県を中心に、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。特に上記三県にご在住あるいは

職場を持つ方々には被害の甚大さを考え、本年度年会費を徴収しないことといたします。 
振り込み用紙が届きましても、お支払いの必要はありません。 
他の会員の皆様には、下記記載の要領で平成２６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、 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	 

尚、岩手・宮城・福島の三県にご在住あるいは職場を持つ会員の方々につきま

しては、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。 
２）郵便貯金口座自動払込を申し込まれる場合	 

	 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：平成26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２６年度は昭和３９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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