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支部長あいさつ 梶野 繁（昭和 42年卒） 

 

 

長薬同窓会近畿支部会報 16号が出来ました。 

平成 23年度特別講演及び支部総会、懇親会の報告と会員からの寄稿をお届けします。 

本年 3月東北で大地震が発生し、津波による壊滅的な被害や、福島原子力発電所の地震・津波

の事故による放射能汚染、また奈良県、和歌山県での集中豪雤による大きな災害が起こりました。

今なお多くの人たちが長年住んでいた家に帰れず、避難住宅に住むなどたいへん苦労されており

ます。国や全国からの支援により一日も早く復興がなされるよう祈っています。 

  

さて、本年度の特別講演、長薬同窓会近畿支部総会・懇親会は平成 23年 10月 15日（土）午

後、大阪弥生会館で開催されました。総会に先立って行われた特別講演は“長薬 37年間の良き想

い出”というテーマで芳本 忠先生（摂南大学理工学部生命科学科長）にお願いいたしました。

先生からは長崎が幕末に唯一の近代薬学導入場所であり、オランダ語での講義を生徒たちに松本

良順と司馬凌海が通訳し、大阪、江戸に広がっていったなど話していただき、在学中では聞けな

かったことを講演していただき、感激のうちに終わりました。 

近畿支部総会は長薬同窓会から伊豫屋偉夫長薬同窓会長の出席をいただき、支部会員 39名の

参加を得て開催されました。 

 

近畿支部ではここ数年、課題は経費の削減です。支部会報作成費については平成 20年度～22

年度にかけて、パソコンによる投稿、編集・校正など支部幹事が行うなど経費の削減に一定の成

果をあげました。次の課題として郵送費があります。総会案内、参加・不参加の返答はがき、支

部報の発送費などがあります。これまで、返信はがきの料金後納の採用などの取り組みを行って

きましたが、今年、参加・不参加の返答はメールで、または、郵送の場合、切手は会員購入でお

願いするという新しい試みを行いました。総会参加費の削減に繋げれば、総会への参加者がより

増える１つの要因になると考え、郵送費のさらなる削減の検討を進めていきたいと思っています。

なお、議案はすべて原案通り承認されました。 
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次に特別講演・支部総会・懇親会の概要をお知らせします。 

 

【特別講演】14：30～15：45   座長 山本克彦 先生（S58） 

  芳本 忠 先生（摂南大学理工学部生命科学科長） 

  “長薬 37年間の良き想い出” 

 

【近畿支部総会】 16：00～16:30   進行 末澤克己 

1．支部長挨拶（梶野 繁）  2．物故者への黙祷   3．校歌斉唱 

4．長薬同窓会長挨拶（伊豫屋 偉夫） 

 

【議 事】        

  議長 梶野 繁 

  1 第 1号議案  平成 22年度事業報告 

  2 第 2号議案  平成 22年度会計報告並びに会計監査報告 

  3 第 3号議案  平成 23年度事業計画案 

  4 第 4号議案  平成 23年予算案 

  5 第 5号議案 幹事の交代 

退任：渕上裕介（平成 8年卒） 

新任：尾山 廣 （昭和 60年卒） 

山澤龍治（平成 18年卒） 

  各議案は原案通り承認されました。 

 

【懇親会】 16:30～18：45   進行 森藤由香 

山戸 寿先輩（昭和 30年卒）の乾杯の音頭で懇親会が始まりました。森藤さんの司会で多

くの出席者から近況報告がありました。今年は参加者が多かったため、グループごとに報告を

求めたりして工夫を凝らしていただきました。短い時間でしたが楽しいひと時を過すことがで

きました。平成卒 4名のフレッシュマン、昭和 47年卒 6名の方が場を盛り上げてくれました。

最後は山澤龍治さん（平成 18年卒）による万歳三唱で終わりました。
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平成 23年度近畿支部総会出席者名簿 

 

特別講演   芳本 忠 

長薬同窓会長 伊豫屋 偉夫（昭 41） 

特別会員   小井田 雅夫 

石津 一貫（昭 16）  山戸  寿（昭 30） 山口 剛志（昭 31）   毎原 政利（昭 31）   

毎原 昭子（昭 31）  白石 哲也（昭 32）  白石 葉子（昭 32）  小林  浩（昭 32） 

北島 四郎（昭 35）  浅井  武（昭 36）  佐々木惠子（昭 36）  土田 拓生（昭 38）   

中野 英昭（昭 38）  小倉 敏弘（昭 38）  遠藤 寛子（昭 42）  梶野  繁（昭 42） 

松永詔太郎（昭 42）  犬塚 茂子（昭 43）  木原 隆英（昭 43）  林  俊雄（昭 43） 

広本 淳子（昭 44）  山内 平介（昭 46）  松田 徹生（昭 47）  森  賢造（昭 47） 

小林 義知（昭 47）  小池 正博（昭 47）  末澤 克己（昭 47）  山田 有一（昭 47） 

灘  博敏（昭 49）  江田 昌平（昭 54）  山本 克彦（昭 58）  森藤 由香（昭 59） 

木原  毅（昭 60）  坂本  繁（昭 62）  藤田和歌子（平 11）  松本みさき（平 15） 

山澤 龍治（平 18）  道家 利彦（平 18） 
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同窓会長あいさつ 

伊豫屋 偉夫（昭和 41年卒） 

 

東日本大震災、福島原発事故、台風被害等々、今年の日本列島は種々の大きな災害に見舞われ

全国各地で被害が続出していますが、近畿支部の会員の皆様は如何だったでしょうか。被災され

た皆様に心からお見舞い申し上げます。 

今年の長薬同窓会総会は、長崎支部の会員の皆様のご協力を得て、3年に一度開催しています

長崎市で開催しました。近畿支部をはじめ、北は関東支部から南は鹿児島支部まで、全国各地か

ら多くの会員の皆様に参加をしていただきました。特に今回は、ノーベル化学賞を受賞されまし

た下村 脩博士と明美先輩ご夫妻がアメリカから懇親会に出席をしていただき、参加者と交流を

深めていただき意義ある総会になりました。 

さて、薬学部 6年制が始まり今年で 6年目に入り、学生の薬局・病院での実務実習も 2年目に

入りました。関係しておられる会員の皆様も多いかと思いますが、昨年の経験を踏まえ充実した

実務実習に取り組んでいただき、来年 3月には多くのりっぱな薬剤師が社会に出てきますようご

尽力をお願いします。 

また、来年 3月の長崎大学薬学部の卒業式では、4年制の薬科学科の卒業生 40名と 6年制の

薬学科の卒業生 40名の計 80名の卒業生で講堂が一杯になり、これまで 2年間の寂しい卒業式か

ら一転賑やかな卒業式になるものと楽しみにしています。 

さて、長崎大学では各学部の同窓会の集合体として全学同窓会を設立し、昨年度から 11月の

長大祭に合わせ「ホームカミングデー」と銘打って、卒業生の皆さんに母校長崎大学に帰ってき

てもらい、大学の近況に触れ、恩師や学友との再会と交流・親睦を深めてもらう取り組みを行っ

ています。今年は第 3回ということで 11月 19日土曜日に中部講堂で、経済学部卒業で長崎県知

事の中村法道さんにご講演を賜るとともに、各学部の研究室を訪問して現在の研究・教育の姿を

見学し、その後学生会館食堂に各学部の同窓生が一堂に会し賑やかに懇親会が開催されました。

来年も同じ時期に開催されますので、是非時間を作って周りの同窓生と一緒に参加をお願いしま

す。 

長薬同窓会のホームページも伊藤 潔幹事の全面的なご協力により、同窓会に関する最新の情

報を提供していますので、ぜひ「長薬同窓会」でアクセスしてみてください。 

また、12月末には例年通り会報の発行を行うことにしていますので、近畿支部の取り組みや

各学年のクラス会の動向等も写真を添えて E - mailで事務局まで情報提供をお願いします。 

同窓会は先輩・後輩が一堂に会し同じ大学を卒業したということで心を開いて情報交換できる

場だと思います。多くの会員の皆さんが参加する会に持っていこうではありませんか。特に、平

成卒の会員の皆さんの参加をよろしくお願いします。 

来年の総会は、大分支部の皆さんのご協力を得て、大分県別府市で開催しますので、周りの同

窓生にも呼びかけていただき是非ご出席をお願いします。 

長薬同窓会近畿支部を核にして、各々の立場で大いに活躍し、発展していかれますことを祈念

してご挨拶といたします。 
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薬学部長あいさつ 長薬同窓会近畿支部の皆様へ 
長崎大学薬学部長 中山 守雄 

 

 本年 4月に薬学部長を拝命しました中山 守雄です。近畿支部をは

じめ長薬同窓会の会員の皆様には常日頃から大変お世話になってお

りますこと、厚く御礼申し上げます。 

 私は、平成 12年 1月より衛生化学研究室の教授として、熊本大学

から長崎大学に赴任して参りました。現在は、衛生薬学（環境と健康）

分野に加え、放射薬品学分野の教育と研究も担当しております。 

 さて、平成 18年に、薬学の歴史始まって以来の薬学教育の制度変

革にあたり、本薬学部でも、高資質の薬剤師の養成を目的とした 6年

制課程の薬学科（定員 40名）と、創薬研究者・技術者の養成を目的

とした 4年制課程の薬科学科（定員 40名）が併設されたことは、皆様ご存じの通りです。その

新教育制度がスタートした平成 18年に入学した 6年制課程の学生は、皆様方の多大なご支援の

下、CBTやOSCEをクリアーした後に、実務実習も無事修了し、さらに本学部の特徴的教育プ

ログラムである離島実習を含む高次臨床実務実習を経験するなどして、現在、卒業論文のまとめ

と国家試験に向けた学習を進めているところです。来年の春には、6年制課程の薬学科の一期生

として皆様の下に送り出せるものと期待しております。 

一方、4年生課程の薬科学科の学生も、その殆どが大学院修士課程に進学しており、同じく来

年の春には修了致します。薬科学科の教育目標である「将来の創薬科学を担う人材の育成」を、

より目に見える形にするため、歴代学部長の懸案であった創薬センターを、昨年度、畑山前学部

長（10月 1日より副学長）の下で立ち上げ、その名称を、「下村 脩博士ノーベル化学賞顕彰記

念創薬研究教育センター」とさせていただいています。今後、創薬研究において世界で活躍でき

る人材養成の環境を強化できると期待されているところです。その様な取り組みの結果かどうか

はわかりませんが、いったん低迷した薬科学科前期課程の入試倍率は、今春、4倍を超すところ

となり、創薬を志す学生の教育と研究者の育成に対する教員の意欲も新たにしているところです。

皆様方におかれましては、これら薬科学科の卒業生についても、今までの卒業生同様、同窓会に

温かく迎えていただきますようよろしくお願い致します。 

さらに、来年度からは、大学院医歯薬学総合研究科の医療科学専攻内に、薬学系としてはじめ

ての 4年制課程の博士課程となる「展開医療薬学講座」（定員 4名）を新たに設置すること、ま

た、修士課程を博士前期課程と名称を改め、その上に 3年制課程の博士後期課程となる生命薬科

学専攻（定員 10名）を設置することが認められました。大学院教育の充実は更なる薬学の発展

のために不可欠であり、大学院へ進学する学生を送り出すことは、薬学部の教育研究における大

きな目標の一つでもあります。どうぞ、来年度より発足するこの大学院に関しましても、皆様方

の一層のご支援とご協力を、重ねてお願いする次第です。 

末筆になりましたが、貴支部の益々の御発展をお祈り申し上げます。
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特別寄稿 ： 長薬 37年間の良き想い出 
摂南大学理工学部 芳本 忠（特別会員） 

 

長崎大学薬学部で37年間ただ夢中で過ごしたことを懐かし

く思い出す。大阪市立大学理学部を出て、小野薬品工業中央

研究所で 4年過ごした。製薬企業での経験が薬学教育研究で

役立った。定年退職にあたり最終講義でクレアチニン分解酵

素とプロリン特異性酵素の 2つの成果について講演したが、

これらは長崎へ赴任してから一貫し同じ研究テーマで研究に

たずさわってきた。しかし、狭い分野ながら、遺伝子組換え

やX線結晶構造解析と時代を先取りしながら世界をリードし

てきたと思っている。幸い、前者は腎機能診断キットとして

実用化され市場の 90％を占めている。後者は、プロリン特異性酵素の共同研究者であるドイツ

のDemuth教授によりジペプチジルペプチダーゼ IV（DPP4）阻害剤が 2型糖尿病治療薬として

開発され、昨年あたりから日本でも販売されており世界的なヒット商品のようで、尐しは貢献で

きたと思っている。 

薬学部長になった折に学部の特色を出すのに、長崎が幕末に唯一の近代薬学導入の場所であり

ながらまとまった本が無く、学長裁量経費で先生方に分担していただき近代薬学史プロジェクト

を立ち上げた。2年後、日蘭交流 400周年を迎え長崎大学としてさまざまな記念行事が計画され、

薬学部でもライデン大学薬学部と国際薬学シンポジウムを開催し、薬学史プロジェクトの報告書

を九大出版から新書版「出島のくすり」として出した。この本は出島の売店のベストセラーとな

り長崎歴史博物館の売店にも置かれている。 

摂南大学へ移って、生命科学の導入教育の中で司馬凌海の名と著書の「七新薬」を先駆的業績

として時々使う。ポンペがオランダ語で講義するが生徒の誰も理解できないため松本良順と司馬

凌海が通訳した。特に凌海は語学能力が非常に優れ（6ケ国語が使えたとされる）薬学にも通じ

ていた。そのため凌海によって現在に通じる日本語の専門用語が多く作られ、毎日の講義録が生

徒に回され写された。その知識を「七新薬」として出版するが、許可を得なかったとポンペに嫌

われる。出る釘は打たれるのか、しかし凌海はその能力から後に医学校（現東京大学）教授、公

立医学校（現名古屋大学）教授となっている。長崎大学ではポンペ会館、良順会館として記念さ

れているが、凌海の名は見当たらない。 

司馬凌海は司馬遼太郎の「胡蝶の夢」に伊之助として登場する。胡蝶の夢とは、中国の戦国時

代の宋国の荘子による説話で、蝶になった夢を見て目が覚め、自分は本来蝶であり今の姿は夢の

中なのかと考える話である。文中では伊之助が晩年蝶の気分になるくだりがある。激動の時代、

諸藩から長崎のポンペのもとに集まり、松本良順、司馬凌海らと近代医学薬学の導入に燃えた時

のことを、後にそれぞれに別れ活躍した者の長崎への想いであろうか。今、奈良法隆寺の近く地

名が「長楽」に住み土日は草刈で「長薬」の字に不思議な縁と、胡蝶の夢を感じつつ過ごしてい

る。 
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長薬との出会いから 
木原 隆英（昭和 43年院） 

 

故郷山口県を離れて 49年、歩んだ道を長薬の出会いとともに振り返ってみました。 

第一薬科大学（1962-66年）：最初に出会った長薬の先生は、生薬教室教授の福井義雄先生（昭

和 22年卒 ⋆故人）でした。先生は恩師であり、仲人でもあります。有機化学と天然物化学を学

び、長薬の大学院に導いて頂き、感謝しております。また、生薬教室では尾崎（有吉）晴美先生

（S37）にお世話になりました。江口虎三郎先生（特 ⋆）と河野喜美彦先生（S13 ⋆）は学長を務

められ、お世話になりました。卒業後に松本康裕先生（S24）が、薬剤教室の教授として来られ

ましたが、医学部勤務の私を常に励まして頂きました。 

長薬（66-68年）：生薬教室教授の高取治輔先生（T14 ⋆）が「日本の薬用植物」を発行され、

私も購入し、裏表紙に淮南子の漢詩と署名を頂きました。河野信助先生（S17）に、イヌマキ・

イチョウ葉中のバイフラボンの研究で、厳しくお教え頂きました。大橋裕先生（S29 ⋆）に旧長

崎造船大学付属高校の化学の講師をお世話頂き、初めて教壇に立ち、教えることの難しさを知り

ました。三浦博史先生（S33）には、研究の実質的な面で懇切丁寧に教えて頂きました。院生の

勉強会に古川 淳先生（S25）をお招きし、楽しく学びましたが、先生のご自宅に押しかけて奥

さんにご迷惑をおかけし、大変失礼いたしました。小林五郎先生（特 ⋆）は、旧制松本高校のご

出身で、キッセイ薬品の入社ではお世話になりました。松本は良い所だよと言われましたが、マ

イナス 19度の厳寒を体験、こんなに寒いとは聞いていませんでしたよ。 

京都大学医学部解剖学教室：キッセイ薬品から研修生（69-70年）、福井義雄先生のお世話で、

フナイ薬品から研究生（72-78年）として、主任教授の西村秀雄先生（⋆）に先天異常学を足かけ

9年ご指導頂きました。先生が、サリドマイド裁判の催奇形性に関する鑑定を依頼された時、木

原さん一つお教え願いますかと言われ、サリドマイドの化学構造と催奇形性に関する論文を 2人

で読み合ったことは懐かしい思い出です。長薬で学んだ有機化学の知識が役に立ちました。教育

では、教授と組んで胎生学実習（学生実習）を担当し、また、大学院生の援助などいたしました

が、良い経験になりました。その頃の学生さんが本学に数名教授でおられ、京都大学の副学長も

おられます。 

近畿大学医学部（78年-）：京都大学でお世話になった谷村孝先生（⋆）が、本学解剖学教室教

授に赴任され、誘って頂きました。先天異常学の研究を継続し、「神経発生毒性学概論」（自費出

版）と日本トキシコロジー学会教育委員会編「新版トキシコロジー」の生殖発生毒性を共同執筆

いたしました。また、米国ワシントン大学の Shepard博士の ”Catalog of Teratogenic Agents”（3年

私のライフスタイル 
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毎発行）のお手伝いは 1980年より継続しており、ここでも長薬で学んだことが生かされており

ます。  

今年の長薬同窓会総会・懇親会（長崎）に出席し、ノーベル賞を受賞された下村 脩先生（S26）

のスピーチに感動し、松本康裕先生の居合いに感激いたしました。運よく下村 脩先生と尐しお

話しできました。先生は、天然物化学の大先輩であり、発見されたGFPは医薬関係の論文に頻

繁に出ておりますので、本学の医学部 1年生に、先生の講演の紹介とGFPの解説をいたしまし

た。学生も感動しておりました。このことを下村先生にお知らせいたしました。 

振り返りますと、長薬の出会いから、今日まで多くの人々との出会があり、皆さんに支えられ

て来ましたが、教育の重要性と喜びをお教え頂き、感謝しております。来年 3月にライフサイエ

ンス研究所を定年退職いたしますが、落ち着きましたら、第 3報をご報告いたしましょう。 

 

 

 

私のライフスタイル －土に魅せられて－ 
伊達 睦廣（昭和 62年院卒、62年博入） 

 

陶磁器の里である唐津、伊万里に近く異国情緒を残した長崎の地を離

れ、はや二十数年経とうとしているが、ある人との出会いから土に魅せ

られた日々が始まることとなった。 

元来、モノ作りが好きで自ら手を動かしていないと落着けない性分と

いうこともあり、何時の間にか七年に亘り作陶活動を続けている。当初、

自分の好きな物を作れれば良いかなという安易な気持ちで始めようと

したが、実際に入門した陶芸教室は一般の陶芸教室とは毛色の違う教室

であった。単に作りたいものを作る場では無く、より高いレベルのアートを目指し、「考える作

品展」を展開しているアーティストの集まる場を提供する教室であった。 

そんなこともあり、感性とかセンスとか美意識等といった日本人の考える表面的で視覚的なも

のでは無く、悟性を使って発信された作り手側のメッセージに対し、見る側が洞察力で受信して

理解される世界を創造する内面的な部分に踏み込んだ哲学或いは思想の共有を目指して、日々作

品作りに励んでいる。 

私の属する一門は、マエストロでなくアーティストとして評価されたいという意識から、実際

に作品作りをするよりもその作品で何を表現し、共有してもらいたいかという根本的なテーマの

討論に時間をかける。テーマについて私の師と話していると、故渡辺三明先生と酒を酌み交わし

ながら語り合ったことを思い起こされることもある。 

実際、作品展でも実際の作品を前に芸術論を戦わせたりすることもあれば、他愛もない日常の

世間話に盛り上がり、各個の人生論に及ぶこともある。要は芸術と酒好きの集まりなのかもしれ

ない。そんな環境の中、七年に亘り週末や仕事帰りに個性的でおしゃべり好きな人間の集まった

大阪の地で作陶開始三年目より作品展を続けている。今年からは御在所岳の麓、萬古焼の里へと
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転勤したこともあり、生活は一変するかにみえたが、単身赴任先より最低週二回の大阪往復を継

続し、作陶活動に勤しんでいる。 

何がここまで土に魅せられる生活になったのかと思

うこともあるが、何と云っても、土或いは作品を通して、

人と思いを共有していける場を作れることに魅せられた

のかも知れない。 

そんな経緯もあり、今年は「握る」という題名で作品

作りを行い、「和」＝「やすらぎ」の思いを共有すること

を狙いに個展を展開した。私の作陶したお子達は、運良

く、皆さん世界を共有できた色々な方達のもとへと旅立

っていった。 

さて、今年も残された月日は三か月余りとなったが、今年は、私の属する陶芸教室一門では、

「イタリアでルネサンスする」を合言葉に「Fuoco d’arti ～芸術の焦点～」と題して、11月 19

日より芸術の都フィレンツェ、Ponte Vecchioに程近いギャラリー『メンターナ』で開館する。愈々、

イタリア進出の第一歩を踏むことになる。 

今後、私を含めた一門は、大阪の地を拠点とし、イタリアを足掛かりに世界に向けて「各個の

思い」を発信し続けていくために活動していく。 

機会があれば、今年のフィレンツェ、来年ローマの作品展で声掛けて下さると幸いです。イタ

リアの地で色々な思いを語り会いましょう。 

 

 

 

私のライフスタイル 
吉本 雄祐（平成 8年院卒） 

 

早いもので私が長崎大学大学院を修了してから 15年が経ちました。縁あって神戸に本社のあ

る日本イーライリリー社にお世話になり、途中 5年間ほど東京にいたこともありましたが、小倉

産まれの私がすっかり（？）神戸の人間になりきっています。近畿支部総会に全く顔を出さない

私が寄稿するのもおこがましいとは思いましたが、折角機会を頂戴しましたので、この“エセ”

神戸っ子な私の、ライフスタイルと呼べるかどうかは分かりませんが、生活の一部分をご報告さ

せていただきたいと思います。 

まず私生活で外せないのが、小学校 5年生から始めたラグビーです。途中途中でブランクはあ

るものの、現在も現役でプレーしています。特に全く地の利のなかった“大都会”東京時代に私

生活を充実させてくれたのは、インターネットで検索して見つけたラグビーチームで培った仲間

との繋がりであった事は紛れもありません。ラガーマンというのは特殊な生き物で、いつまでた

っても子供のままと言われています。かく言う私も、年齢や職種が様々な社外の友人と掛け値な
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しで付き合える時間がかけがえのないものとなっており、体は衰えていく一方で、周囲からの厳

しい視線を受けつつも、いまだに止める気は一向にありません。 

次にスキー。入社当時のチームの先輩が達人で、雪山に行ったこともない私を長野県まで引っ

張って行ってくれたことがきっかけではまってしまいました。3年ほど前に結婚した妻もスノー

ボード好きで、現在も夫婦で年に数回滑っています。と言っても最近はもっぱら、滑りに行って

いるというよりは、温泉旅館に癒しを求めて行っていると言った方が正しいかもしれません。 

そして最近では私生活の多くの時間を費やしているのがゴルフです。これもまた前出の先輩が

達人で、前々から勧められてはいたものの、ラガーマンとしてはゴルフをスポーツとは思えずに

延ばし延ばしにしてきました。しかし数年前に、老後になっても楽しめるスポーツを趣味にしよ

うと思ったのがきっかけで始めたのですが、はまるまでに長い時間は不要でした。いまではゴル

フ雑誌を買い漁り、練習場で試行錯誤をしては上達しない自分に腹を立てています。妻も元々ア

クティブな女性なため、私の趣味に引きずり込んで、今ではスキー同様二人で楽しんでいます。 

こう書いていくと、オフタイムばかりでオンタイム（お仕事）がすっかり抜け落ちているよう

ですが、こちらもそれなり（？）に頑張っています。ただ、地元の九州を離れた方は大なり小な

り感じられていると思うのですが、地の利のない土地での生活は会社を通しての友人との付き合

いが大きな部分を占めます。オフが充実していなければオンがいつかは息切れしてしまうものだ

と思っていますが、その点私は恵まれていたようで、オンとオフ両方での友人が多くとても充実

しています。“初任給が高かった”という理由だけで選んだ会社が大当たりだったということで

しょうか（笑）。実は、妻を紹介してくれたのも会社の後輩でした（感謝！）。このような良き友

人に恵まれたおかげで、現在も“アウェー”である神戸で充実したライフを過ごせています。 

と、このような形で原稿を〆たかったのですが、実はこの原稿は入院先の病院で書いています。

趣味の一つであるラグビーで、9月 25日の試合中足首を骨折してしまい、入院生活を余儀なくさ

れています。でも、まだ懲りてません。ただ、本来であれば早々に原稿を仕上げて編集委員の方

に送らねばならぬところ、締め切りギリギリまでほったらかしにしていたため、思わぬ事態で遅

延する事となってしまいました。大変ご迷惑をおかけしましたことを、ここにお詫び申し上げま

す。 

 

以上、今後の長薬近畿支部の益々の発展をお祈りして、支部会報第 16号への寄稿とさせてい

ただきます。 
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最大の趣味 
山澤 龍治（平成 18年卒） 

 

 皆様初めまして。今年度から大阪大学蛋白質研

究所（蛋白研：Fig. 1）プロテオミクス総合研究セ

ンター超分子構造解析系の特任研究員（ポスド

ク）となりました山澤龍治と申します。出身は宮

崎県の西郷村（現：美郷町）の田舎もんです。宮

崎県立日向高等学校（1学年先輩はヤクルトスワ

ローズの青木宣親さんです）を卒業後 2001年に長崎大学薬学部に入学しました。学生時代は不

真面目で 1度留年しましたが、薬品生物工学教室（生工）に配属になり、そこでタンパク質の結

晶の美しさに魅せられ、研究が楽しくなりのめり込みました。芳本 忠教授（現：摂南大学理工

学部教授）、伊藤 潔准教授、中嶋義隆助教（現：摂南大学理工学部准教授）のもとで学び続け、

昨年度博士後期課程を修了しました。4月から九州を出て本土に上陸し蛋白研で働いています。 

学部生時代は薬学部準硬式野球部に所属していまして、今でも野球は好きです。趣味は色々あ

りまして、パソコン、お酒、読書、映画、海外ドラマ、NFL、関西アメフトリーグ、ライブ見に

行ったり、高校時代は吹奏楽をやっていたこともあり、クラシックコンサートも行ったりします。

多分多趣味です。性格も八方美人で、色んなことをそれなりにやってきましたが、熱心に長続き

する趣味はありませんでした。そんな中で、生工で出会ったのが構造生物学です。 

簡単に構造生物学を紹介しますと、生体内の色んなタンパク質を可視化し、機能、構造的特徴

を考察し、知見を広げ、医療や産業に役立てる学問です。酵素を例に挙げますと、鍵穴の構造（基

質結合部位）の形を知り、その穴を埋めたり、形を変えたりします。皆さんが良くご存知なのが

ジャヌビアやグラクティブ（一般名：シタグリブチン）です。釈迦に説法かもしれませんが尐し

説明します。この薬はDPP-IV（ジペプチジルペプチダーゼ）という酵素の働きを阻害します。

DPP-IVはインクレチンという膵臓β細胞に作用しインスリンを分泋させるペプチドホルモンを

分解する酵素です。つまりDPP-IVを阻害→インクレチンが分解されない→インスリンが分泋さ

れつづけ血糖値が下がる！のがシタグリプチンの作用メカニズムです。この薬の基を作りだし、

特許を持っていますのが、芳本先生のお友達でもあります、ドイツのハーレー大学教授兼プロバ

イオドラッグ社長のハンス・ウリッヒ・デムート先生です。デムート先生等はDPP-IVのタンパ

ク質の形（正しくは結晶構造）の構造を基にシタグリプチンの基本構造を作りだしました。デム

ート先生の研究は構造生物学が医療に貢献した最たる例と私は勝手に思っています。 

さて話は尐しそれましたが、タンパク質の大きさは数〜数百 nm（(１nmは 1/1000000000メー

トル） ですが、小さなモノの働く形、現場を知るのが我々の仕事です。タンパク質の構造、形

を知るためには、タンパク質の結晶を作る必要があります。タンパク質も純粋なもので、結晶に

なる条件を探してあげれば結晶になります（Fig. 2）。この結晶にX線を照射し、出てきたデータ

を難しい計算プログラムにかけてあげれば、タンパク質の構造を知ることができます (Fig. 3)。

参考に出しました結晶は私が博士後期課程に出したセリン脱水素酵素の結晶ですが、見ていただ

 

Fig. 1 大阪大学タンパク質研究所 
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いてわかるようにカッコいいんです。私は最初に見たときは只々感動しました。これまでに無い

最大級の関心を持ちハマリました。タンパク質の結晶を見たその日から、構造生物学は私の最大

の趣味になり、研究を続けて行くうちに博士になりました。 
 

Fig. 2 タンパク質の結晶 Fig. ３ タンパク質の結晶構造  
 

私はこれまでに興味を持った中から、最も興味を持ったことを仕事に選ぶことができました。

正直ラッキーだなと思っています。しかしながら、皆さんご存知のように世の中は甘くありませ

ん。伊藤先生が、私が長崎を出る前に最後に教えてくれたのは“趣味と仕事でやる研究は違う

よ！”ってことでした。D3最後の時期にはこの言葉はあまりしっかり受け取ることができません

でした。蛋白研に赴任して、最初のほうは、今のラボになれる！で済んだかもしれませんが、最

近になりまして、雇われている以上、自分の研究を進めなければならないプレッシャー、義務感

に追われるようになりました。やっと伊藤先生の教えが尐し理解でき、29歳にしてやっと大人

になれたような気がします。 

長薬同窓会関西支部の皆々様に私のことを知っていただきたく、私の仕事を最大の趣味として

書かせていただきました。仕事が趣味と書いてしまったので、堅物と思われるかもしれませんが、

遊び人です。じっとしていません。陽気で、人懐っこく、昔後輩に“山澤さん犬みたい！”とも言

われたことがあります。これが私です。今雇ってもらっているラボは 2年の契約ですので、あと

1年半後は関西にいるかどうか分かりません。こんな私ですがどうかよろしくお願いします。 

 

追記：私のような職業、ポスドクは常に職を求めています。大学や研究関係、製薬企業の研究

の方々で、尐しでも気になる方はいつでも連絡してください。なお、私としましては蛋白研の任

期終了後、アメリカで 2年ほどポスドクとして勉強することを希望しております。どうぞよろし

くお願いいたします。 
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卒業 氏名 メッセージ 

特 小井田 雅夫 特別講演会のみ聴講し、所用のため、総会以降欠席します。 

特 河野 通明 あいにく、10月 15日には卒業生の結婚式が鹿児島であり、総会

には出席できません。皆さんによろしくお伝えください。 

特 鶴 大典 体調不良のため、欠席します。皆様によろしくお伝えください。

盛会をお祈りします。 

特 中辻 慎一 旧知の先生方が長薬からご退職され、時の流れを感じています。

芳本先生に、よろしくお伝えください。 

特 芳本 忠 国際シンポジウムに出席いただき御礼申し上げます。総会での講

演、皆様にもなつかしく思い出していただく内容を考えておりま

す。よろしくお願い申し上げます。暑さ厳しき折、ご自愛の上お

過ごしください。 

S19 藤井 良彦 昭和 19 年に卒業し、同じ会社に勤めた田中正紀君が去る 6 月、

死去の報を受け衝撃を受けています。近畿支部会報に「熊野古道」

のことをよく書いていたのに。次は、足腰が最近めっきり弱くな

ってきた私の番かと覚悟を決めました。 

S22 五島 巌 長らくお世話になりました。去る 8月 31日、享年 87歳で亡くな

りました。今後の長薬同窓会近畿支部の益々の発展を祈ります。

有難うございました。妻儀 

S24 北島 政雄 老化も進み老人ホームに入っております。皆様の健康を祈念し、

楽しく思い出しております。盛会を祈ります。 

S24 松前 繁樹 「日々是好日」 

自由気ままに、その日その日を大切に、老春を楽しんでおります。 
S26 阿部 道夫 大変お世話になります。今後ともよろしくご指導のほどお願い申

し上げます。 

S26 佐藤 昭二郎 ここ 2、3 年前より足、腰が弱り外には車椅子。週 3 回くらいデ

イサービスで老人たちとのんびりの最近でございます。皆様にく

れぐれもよろしくお願い申し上げます。 

S26 野口 利明 故郷長崎を出て関西に移住して 55 年になります。この間、国立

病院療養所に勤務中は、多くの先輩、後輩の支援を受け、今日に

至りましたこと感謝しております。都合により欠席いたします

が、ご盛会を祈っております。 

S29 本地川 邦重 高齢の上体調悪く、当分出席できません 

S30 峯 武磨 ご盛会をお祈りします。 

S30 山戸 寿 今月は卒業 56 年。傘寿目前を考慮して最後になるかもしれない

長崎で開催の三朊会（S30 年卒、2泊 3 日）に出席します。下村 

脩名誉博士顕彰記念会館見学も予定に入っています。今回は、3

年ぶりに出席できます。 

S31 一番ヶ瀬 邦子 体調不良のため、欠席させていただきます。ご盛会をお祈りいた

します。 

S31 立川 武資 今年 2月より体調不良になり、通院していましたが、6月初旬よ

り入院し、約 1ヶ月半でやっと退院し、引き続き通院加療中です。 

コミュニケーション広場 
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S31 山口 剛志 ここ数年体調を崩し、出席できないまま過ぎてきましたが、今年

は出席できそうです。よろしくお願いします。 

S32 小林 浩 職を離れ暇になると身体から段々生気が抜けていくのが判りま

す。近くの市営ジムで筋トレで歯止めを図って居ります。脳の錆

も気になりますが、今は転ばない、折らない、寝込まないをモッ

トーとして生活して居ります。 

S32 白石 哲也 77 才を迎え、トレッキング仲間と富士山に登頂。7 月 26 日富士

宮口五合目から八合目へ、山小屋に泊り、27日 4時半に出発し 7

時 10 分に頂上に到着。幸い途中でご来光を仰ぎ、まもなく西方

に影富士を眺め、自然の美しさに圧倒されました。 

S32 白石 葉子 お盆過ぎ、親子孫 14 名は伊吹山二合目にあるロッジに宿泊。し

かし、雷雤が激しく登山は中止。ただ、前日に車で 9合目までド

ライブウエーを走り、そこから頂上へ登り、夏の花々と景色を満

喫しました。孫たちのパワーに元気を貰った 3日間でした。 

S33 高田 統 後期高齢者の仲間入りしましたが、おかげさまで息災に過ごして

おります。総会が盛会に終わりますことを祈念申し上げます。 

S33 高守 清美 いつも連絡いただき、有難うございます。10 月は何かと行事が

多く、今回も欠席で申し訳ありません。 

S36 浅井 武 最近は身体上の不調がいろいろと多くて、ゴルフは殆どせず、大

好きな水泳も休みがちです。しかし、水泳のマスターズ競技会に

は 2年ぶりに出場して、2年前よりかなり遅いタイムで泳ぎまし

た。 

S36 黒田 誠 残念ながら先約があり、参加できません。 

S36 佐々木 惠子 ドラッグストアーに勤務しながら、週 1回参加しているコーラス

グループと 10 月に 1 週間ほど、レーゲンスブルグ、チェコ、プ

ラハに「ヴェルディーのレクイエム」の演奏旅行に行くため、ド

イツ語の会話を復習中です。もう尐し若いときに聞くべきだった

と、思いながら頑張っています。 

S38 小倉 敏弘 昨年、5月に脳梗塞になり、11月中旬頃に退院し、以後リハビリ

に励んでいます。 久し振りに、同窓生に会いたいと思います。 

S38 土田 拓生 昨年来の猛暑には閉口するようになりました。熱中症がこの先に

あると実感しています。尐し涼しくなったらカナダを放遊してき

ます。 

S38 中野 英昭 久し振りに出席させていただきます。現在 71 歳ですが、近くの

調剤薬局に毎日勤めております。体力の方は若い薬剤師に負けな

いくらい自信がありますが、海馬の機能は年とともに衰えを感

じ、もう限界に来たみたいです。早く、退職して残された人生を

妻とともにエンジョイしようと考える今日この頃です。 

S39 前田 修三 今年 4月に完全退職し、心身のコンディショニングに専心してお

ります。来年は旅行に、ゴルフに等々楽しみを広げたいと思って

います。 

S40 江藤 好信 今回は所用のため、欠席いたします。盛会をお祈りいたします。

小生、相変わらず週 2回働いています。 
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S41 安田 佐登志 昨年、人生発の入院生活を経験しました。現在以前の 60～70％

に回復しましたが、まだ自信がありません。すみませんが、今回

は欠席させていただきます。 

S43 林 俊雄 相変わらず、ドラッグストアーで働いています。3～4 歳のお子

様からお年寄りまで、カウンター越しにお相手して、健康相談に

努めながら、楽しませてもらっています。 

院 S43  木原 隆英 今年は長崎での長薬同窓会総会に参列しました。懇親会では、下

村脩先生ご夫妻のご出席、スピーチあり、松本康裕先生の居合い

あり、お世話になった三浦博史先生との再会あり、古川淳先生と

懐かしくお話でき、楽しく有意義な会でした。 

S44 前田 達也 10月 15日（土）は当日、仕事の為参加できませんのでメールに

て連絡させて頂きます。 

S45 

院 S47 

加嶋 憲一 今回の同窓会は欠席させていただきます。現在大阪と沖縄とを行

ったりきたりしておりますのでなかなかスケジュールがたてら

れないためです。世話人の方々にはせっかくのお骨折りにも関わ

らず参加できなくて申し訳ありません。それではよろしくお願い

申し上げます。 

S45 西光 ひろみ いつもご案内いただき有難うございます。あいにく当日は予定が

入っておりますので失礼いたします。どうぞ皆様ご健勝であられ

ますように、そして同窓会がご盛会ありますようにとお祈りいた

します。 

S47 武 孝子 提出が遅くなり本当に申し訳ありません。ちょっとバタバタして

おりました。ご盛会をお祈りします。宮本様、お電話有難うござ

いました。 

S47 松田 徹生 62 歳まで塩野義に勤務し、その後調剤薬局で調剤業務をおこな

っております。ＭＲ時代の知識を調剤に生かすことができ、なん

とか頑張っております。本会には 40 年ほど前の卒業直後に出さ

せていただいたような記憶がある程度で、先輩諸氏に出会えるこ

とを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。 

S47 

院 S50 

森 賢造 最初からは出席出来ないかもしれませんが、総会懇親会に間に合

うように出席します。 

S47 山田 有一 今回同窓生の小池さん、末澤さんが幹事をされていますので初め

て出席させて頂きます。宜しくお願い致します。 

S47 

院 S49 

小池 正博 今年の近畿支部総会には、昭和 47 年卒の同級生が 6 人集まりま

した。卒業以来初めて会う人もいて、二次会では昔話に花が咲き

ました。来年の総会では、もっとたくさんの同級生と会いたいと

思っています。 

S49 灘 博敏 本年 3月に大阪市役所を退職し、セガミドラッグでパート勤務し

ています。 

S49 藤本 純子 幹事、ご苦労様です。娘の結婚式と重なりますので出席できませ

ん。盛会をお祈りします。 

S50 

院 S52 

位田 雅保 土曜日は午後 7時まで営業しています。当日は、自治会の役員会

もあり欠席させて頂きます。 

S51 今村 敦子 芳本先生、なつかしいです。私の近況は．．．8月に初孫が生まれ

ました。 
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S57 藤田 聡子 毎回欠席で申し訳ございません。芳本先生にお会いしたかったの

に、残念です。 

S58 内村 由満 誠に恐縮ですが、当日に急用が出来てしまい、出席出来なくなり

ました。申し訳ございませんが、欠席とさせていただきます。 

S58 

院 S60 

山本 克彦 滋賀に移り住んで 25年が過ぎました。今では立派な近江人です。

近畿支部総会には、本当に久し振りの出席です。 

S59 森藤 由香 学生時代にお世話になった芳本先生のお話を楽しみにしており

ます。私事ですが、今年 4 月に 50 歳を前にして再婚し、3 人の

孫のばぁばになりました。 

S60 

院 S62 

木原 毅 出席させて頂きたいと思いますので、何卒よろしくお願い申し上

げます。 

S62 坂本 繁 今年は長男が大学受験、次男が高校受験です。ついこの前進学し

たばかりと思っていたのに、あっという間の 3年間でした。月日

の流れが速くなった気がします。 

S62 

院H1 

林田 久 残念ながら同窓会総会は都合により欠席させていただきます。御

盛会をお祈りしております。 

H7 

院H9 

 

川上 茂 当日はどうしても手放せない用務が入っており、残念ながら出席

できません。芳本先生のご講演を拝聴したかったのですが、叶わ

ず残念です。ご盛会を心からお祈り申し上げます。 

H10 

院H12 

橋本 麻美 卒業以来、なかなかこのような会への出席が出来ず、残念です。

関西に来てまだ 2 年。次の機会にはぜひ参加させていただきま

す。 

H11 

院H13 

博H16 

藤田 和歌子 神戸にきて６年目となりました。友人が近畿地区に引っ越してき

て時々会えるのがとても楽しみです。仕事とプライベートの両立

はなかなか難しいのですが充実した日々をおくることができる

ようにしたいと思っています。 

H19 長谷崎 拓也 近畿支部同窓会のご案内ありがとうございました。せっかくの機

会なのですがどうしても時間のやり繰りがつかない所用が入っ

ており大変申し訳ないのですが欠席させていただきたく思いま

す。 

H23 永野 貴士 10月 15日の総会なのですが、欠席でお願い致します。何かござ

いましたら、ご連絡ください。宜しくお願い致します 
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特別講演・懇親会 
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平成 22年度収支決算報告 
平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日 

収入の部 支出の部 

科目 金額（円） 科目 金額（円） 

前年度繰越金 340,649 総会費 227,729 

総会会費 232,000 会報 82,827 

近畿支部年会費 236,000 会議費 49,070 

雑収入 20,000 雑費 11,505 

  次年度繰越金 457,518 

合計 828,649 合計 828,649 

 

 

平成 23年度予算 
平成 23年 4月 1日～平成 24年 3月 31日 

収入の部 支出の部 

科目 金額（円） 科目 金額（円） 

前年度繰越金 457,518 総会費 250,000 

総会会費 240,000 会報 100,000 

近畿支部年会費 240,000 会議費 50,000 

雑収入 20,000 雑費 20,000 

  次年度繰越金 537,518 

合計 957,518 合計 957,518 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ 近畿支部年会費納入について ◆◆◆ 

● 平成 23年度会費 2,000円を未納の方は、ゆうちょ銀行：長薬同窓会近畿支部、口座記号

9303、口座番号 54902宛に納入をよろしくお願いいたします。 

● 平成 24年 10月の総会が近づきましたら、総会の案内状に振替用紙を同封いたしますの

で、平成 24年度会費 2,000円の納入をよろしくお願いいたします。 

 

 日 時 : 平成 24年 10月 13日（土） 14時 30分 ～（予定） 

 場 所 ： 未定 

 会 費 ： 未定 

 会次第 ： 1．特別講演 広本淳子先生（S44年卒） 吉岡優子先生（S56年卒） 

        2．支部総会・懇親会 

 

平成 24年度 長薬同窓会近畿支部総会のご案内 
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平成 23年 12月発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■編集後記■ 

 今年の近畿支部総会、懇親会は、芳本先生、伊豫屋会長を含め 41名の方々にご出席いた

だきました。昨年の出席者は 31名でしたので、今年は幹事の予想を上回る多くの方にご

出席いただきました。誠にありがとうございました。 

 芳本先生の特別寄稿にもあります「長薬 37年間の良き想い出」、ご講演を楽しく拝聴し、

ご紹介の司馬遼太郎の「胡蝶の夢」、長崎を舞台にした近代医学薬学の礎となった伊之助

らの物語、早速読みました。長薬の想い出を振り返れば本当に夢のようです。来年また

同窓のみなさまと再会できることが楽しみです。 

 渕上幹事が大阪を離れられたため退任、大阪に帰って来られた尾山さんと山澤さんが幹

事を引き受けてくださいました。 

 今年度の総会・懇親会では初めての試みとして出欠のお返事をメールでも受け付けいた

しました。その結果・・・ 

 

長薬同窓会近畿支部会報企画編集委員会 

 
梶野 繁 末澤 克己 小池 正博 広本 淳子  
遠藤 寛子 森藤 由香 尾山 廣     坂本 繁  
藤田 和歌子 松本 みさき 山澤 龍治 

 
（連絡先）〒569-0088 大阪府高槻市天王町 32-23 

アンシャンテ高宮C-303 森藤 由香 
TEL：072-661-8073 E-mail：awachan0613@gmail.com 
 


