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ご挨拶 

色染物質会の皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

日頃は当会の活動にご理解・ご協力を頂いていることを篤く御礼申し上げます。 

昨年、｢平成｣という一つの時代が終わり、新しい時代｢令和｣が幕を開けました。皆様に於かれましても

色々な想いを持たれたことと思います。 

色染物質会では、11 月に萩原顧問（昭 28 年卒）、12 月に髙木会長（昭 47 年卒）と続けてお二人の功労

者を失いました。お二人は当会の発展にご尽力されたことは勿論、萩原顧問は染色関係の重鎮として業界の

発展に、また、髙木会長は地元企業として地域の発展に、それぞれ大きな業績を残されました。 

改めてご冥福をお祈りしたいと思います。 

さて、この文章を書いている3 月の段階では新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっています。国内

での様々な自粛のみならず、オリンピックの延期も決定される等、今後の影響について先が見えない状況と

なっています。 

 その中で、第 10 回総会は、本年6 月7 日（日）にメルパルク京都で開催予定していましたが、残念なが

ら中止せざるを得ない状況となりました。今回は第10回という記念すべき総会にすべく総会・懇親会に加

え、昭 51 年色染工芸学科卒業で、京都工芸繊維大学教授を昨年退官された老田達生さんに、｢色染工芸学科

から物質工学課程の終わりまで｣というテーマでのご講演も予定していたので残念です。 

 ｢持続性のある｣という言葉を良く目にしますが、当会も大学に学科そのものが無くなっているので、持続

性については工夫が必要です。4 月からスタートする第 10 期、総会は中止となりますが、散策会や新年会

を計画するとともにホームページの充実を図って参ります。行事へのご参加・ホームページへのご投稿と当

会への引き続きのご指導・ご鞭撻をよろしくお願いいたします。                                                                        

令和2 年4 月吉日                                                    

会長代行  犬伏 康郎 
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『蘇東波と呉道子』（色染 35年卒 山田英二）                  
§１．蘇東波とは（号は東波居士、1037～1101年）： 

蘇東波は水滸伝の舞台となっている北宋時代(960～1127年)の最高の詩人であり、書画

家であった。1085 年登州軍、州事（州の長官）となり、在任期間は 5 日間であったが、

蓬莱市の蓬莱閣（城郭）に碑文を残した。その碑文が、蓬莱市の海岸に聳える蓬莱閣の中

にある大きな岩に刻み込まれているが、蓬莱市の蓬莱華茂精細化工有限公司へ染料製造技

術の技術指導に訪問した際、その石碑の拓本(2m×1m)をお土産に頂戴した。蓬莱市、対

日招商部、呉志剛部長に、昔その碑文を翻訳して頂いたものがあったので、若干手を加え

て日本語らしく修正した翻訳文を§２．に転記しました。原文は約 1000 年前の文章なの

で難解な漢文で書かれている様です。 

 

§２．蘇東波の碑文の現代語訳： 

東波居士が史全叔に対して下記の様に告げた。知恵ある者が物事を創作し、才能ある者

がそれを評価、発展させる。ただ一人の力で一方的に優れた物事が完成できるわけではな

い。（【註】創造力を備えた人と、評価発展能力を備えた人によって優れた作品が生み出さ

れるという意味と考えられるが、現代の科学技術に通じるものがある。例えば、ノーベル

賞を受賞する様な創造力豊かな本庶教授の様な人が免疫阻害物質 PD-1を発見し、その発

見を核として、評価発展能力を備えた人々が癌の免疫療法剤を開発・実用化する等である）。 

長年にわたって文化人が学問を研究し、芸術家が芸術を研究してきた結果、夏・殷・周

の三代に始まり、漢代を経て、更に唐の時代に至って、それらの成果は既に完成レベルに

達している。 

詩について言えば杜甫に至り、文章は韓愈に至り、書道なら顔真卿に至り、絵画であれ

ば呉道子に至り、古代からの変遷は改変の余地が無いほど完成の域に達している。 

これらの人々の作品は古今東西の最高レベルに到達していると言えるであろう。 

特に呉道子の描いた人物像は燈火で照らした影とそっくりである（【註】現在の写真と

そっくりという意味）。呉道子の筆使いは、逆順、側面、縦横、平直な筆使いが互いに適度

に調和している。古代から現代にかけて、呉道子だけにしか見られない独特の境地（精妙

な理論を豪放に表現）に達している。他の人が描いた絵は直ぐには誰の描いた絵か判断で

きないが、呉道子の描いた絵は一目見れば本物か偽物か直ぐわかる。しかし、世の中にあ

るものは偽物が多く、本物は稀有である。 

  呉道子は世の中で画聖と称えられている。呉道子の画風には独特な特徴があり、洒脱な

豪放さ、伝統に捉われず自由闊達、優雅と世俗が共に楽しめる画風となっている。 

本当に見応えがあって、力強く、余裕もあって素晴らしい絵である。 

元豊 8年（1078年）11月 7日 

 

§３．呉道子について： 

蘇東波が絶賛した呉道子は、8 世紀前半に活躍、唐代玄宗朝に仕えた画家で、人物画、 

山水画、仏画等、あらゆる領域で唐代第 1の画聖と呼ばれた。仏寺に描かれた壁画は 300

を超え、後世からも高く評価され、中国、日本の画家に多大の影響を与えたという。 

（Ａ）蓬莱閣の写真、（Ｂ）蘇東波の石碑の拓本、並びに（Ｃ）呉道子が制作した絵画の 

一部、を以降に添付致します。 
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（Ａ）蓬莱閣（Zhang Jianhua氏撮影「人間蓬莱」より） 

 
（Ｂ）蘇東波の石碑の拓本 
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（Ｃ）呉道子が制作した絵画 
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我が国の皇統 
第 126 代にあたる新天皇の即位に臨んで、世界にも稀な長期の我が国の皇統について

の諸説をご紹介することにしたい。 

 初代、神武天皇―在位は古事記、日本書紀（以後、記紀と略称する）によればBC.660

～585年（なんと75年、享年は126歳）―から数えれば2700年の長きにわたる皇室の

歴史となる。欠史８代と称して、第２代綏靖天皇から第９代開化天皇までの事績が記紀に

記録されていないこと、またこのうち100歳を超える長寿の天皇が５人もいることから、

この８代の天皇は実在しないとの学説が定説となっている。なお初代の神武も実在の可否

は不明であるが、その事績は記紀には詳細に記載されているので、欠史８代からは除外さ

れる。第10代の発掘調査天皇をヤマト王権の初代天皇と考える説が主流を占め、また記

紀に記された事績の類似と諡号の共通性―いずれも「はつくにしらすすめらみこと」と記

載―から、崇神は神武と同一人物とする説もある。そこで崇神天皇―在位はBC.158～98

年―以降が実在であるとしてもその皇統は2200年の長きにわたる。ちなみにイギリス王

朝はジョージ1世（1660～1727年）が初代であり、王統は400年。ほぼ同時代で江戸

幕府の圧力に抵抗した後水尾天皇の在位は1611～1629年であるから、世界に類を見な

い我が国皇統の長さが理解できる。 

ところが、崇神天皇以後の古墳時代に皇統の断続があったとする学説があり、これを王

朝交替説と呼んでいる。現存している大型古墳群の所在が奈良盆地→大阪平野→再び奈良

盆地へと時代とともに遷移している実態を根拠とした説である。 

１） 崇神王朝 

上記の第10代崇神天皇を始祖とする王族は大和の三輪山麓に本拠をおいたと推測され

三輪王朝とも呼ばれている。 

大型古墳はその時代の盟主（大王）の墳墓である可能性が高いことなどから推測すると、
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古墳時代の前期（3世紀の中葉から4世紀の初期）に奈良盆地の東南部の三輪山麓に築造

された大和・柳本古墳群が現存している。渋谷向山古墳（景行陵に比定）、箸墓古墳（卑

弥呼の墓と推測する研究者もいる）、行燈山古墳（崇神陵に比定）、メスリ塚、西殿塚古墳

（手白香皇女墓と比定）などの墳丘長が200～300メートルある大古墳が点在し、この地

方（現桜井市や天理市）に王権が存在したことがわかる。記紀によれば、これらの王たち

の宮（都）の所在が上記の大古墳のある地域と重なっていることを考え合わせると、崇神

天皇に始まる政権はこの地域を中心に成立したと推測できる。 

２） 河内王朝（応神王朝） 

記紀によれば、第14代、仲哀天皇の妃、神宮皇后は新羅（朝鮮）へ出兵し、帰途、北

九州で応神を出産、皇位を認めない異母兄の篭坂（かごさか）皇子、忍熊（おしくま）皇

子を退けて、神功皇后摂政3年に太子となったとある。 

また中国の宋書に倭の五王が10回にわたり遣使したとの記述があり、倭の五王が河内

王朝の大王達と推定されることから河内王朝実在の可能性は高い。 

大阪平野には、河内の古市墳群にある誉田御廟山古墳（伝第15代、応神陵に比定）や

和泉の百舌鳥古墳群にある大仙陵古墳（伝第16代、仁徳陵に比定）など巨大な前方後円

墳が現存し、大阪平野に強大な政治権力の拠点があったことは間違いない。 

百舌鳥・古市古墳群（もず・ふるいちこふんぐん）」が本年の世界遺産委員会にて候補地として推

薦されていることはご存じの通りです。 

３） 継体王朝 

記紀の記述では、第25代、武烈天皇には後嗣なく、中央の有力豪族の推戴を受けて応

神天皇から5世の孫にあたる人物が第26代、継体天皇として即位したとある。即位後も

すぐには大和の地にはいらず、北河内や南山城などの地域を転々とし、即位20年目に大

和にはいったことから、大和には即位を認めない勢力があって戦闘状態にあったと考える

説もあり、それまでの大王家との血縁関係については現在も議論が続いている 
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三王朝交替説は様々な研究者により補強あるいは批判がなされ、現在では全く異なる血

統による劇的な王権の交替があったと考えるものは必ずしも多くない。王朝の拠点が時代

により移動していることも政治の中心地が移動しただけで往々にして見られる例であり、

必ずしも劇的な権力の交替とは結びつかないとの見解もある。近年では、ある特定の血統

が大王（天皇）位を独占的に継承し「王朝」が確立するのは継体・欽明（第26代）朝以

降のことで、それ以前は数代の大王が血縁関係にあっても「王朝」と呼べる形態にはなっ

ていなかったとする見解が主流になっている。 

次に古代天皇達と現皇室との血縁関係、いわば「万世一系」の虚実について説明したい。 

宮内庁が管理する陵墓の数は全国で 896―うち天皇、皇后陵 188、皇族墓 553）―に

のぼる。なかでもヤマト王権の成立の謎を握る巨大前方後円墳のほとんどは宮内庁の管理

下にある。 

被葬者が信頼できる古代の陵墓から遺骨を採取し、DNA鑑定を実施すれば、皇室の血

統がどこまで遡れるのか科学的に実証できることゝなる。これが実現できなかった経緯は

次の通りである。宮内庁は、天皇家の墓とされる陵墓は尊崇の対象であるとして「静安と

尊厳の保持がもっとも重要」という立場から、学術調査を含む立ち入りを厳しく規制して

きた。 

2008 年（平成 20 年）に陵墓では初めてとなる「五社神（ごさし）古墳」の学会立ち

入り調査が実施されている。巨大前方後円墳「五社神古墳」は宮内庁治定の神功皇后陵と

して同庁の管理下にある。以降、宮内庁の許可を得て、数か所の古代陵墓内へ考古学や歴

史学の研究者が立ち入り調査しているが、古墳地表部の観察という段階にとどまっている。 

最近（2018 年 10 月下旬）宮内庁は日本最大級の大山古墳（伝、仁徳陵）を地元の堺

市と共同で発掘調査した。調査は陵保全のための基礎資料を収集するのが目的で、歴代天

皇の陵墓とされる古墳を宮内庁が外部機関と共同で発掘調査するのは初めてであり、各メ

ディアがこれを報道した。しかし、発掘の現場は墳丘を取り囲む二つの堤のうち、内側の
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堤（第１堤）の３カ所。築造当初の遺構とみられる石が敷き詰められた「石敷」や、埴輪

（はにわ）列が確認されたとのことにて、いわば陵墓の外縁部の発掘であり、陵墓の中心

部―玄室（墓室）―の発掘調査も近い将来期待できるとはとても思えない。 

陵墓の内部がどのような状態であるのかを知る手がかりとして、過去の盗掘現場の記載

は興味津々である。 

野口王墓（のぐちのおうのはか）は、奈良県明日香村にある古墳時代終末期の古墳であ

り形状は八角墳。宮内庁により「檜隈大内陵（ひのくまのおおうちのみささぎ）」として

第 40 代天武天皇・第 41代持統天皇（夫妻）の合葬陵に治定されている。本古墳は天皇

陵と考えてよく、被葬者の実在性も明確にて、治定が信頼できる数少ない古代の陵墓であ

る。 

藤原定家の日記「名月記」によれば、この陵墓は鎌倉時代（1235 年）に盗掘にあい大

部分の副葬品が奪われた。その際、天武天皇の棺まで暴かれ、遺体を引っ張り出したため、

石室内には天皇の遺骨と白髪が散乱していたという。持統天皇の遺骨は火葬されたため銀

の骨壺に収められていたが、骨壺も奪い去られ、無残な事に中の遺骨は陵墓近辺に遺棄さ

れたという。直ちに勅使が遣わされ、毀損箇所は埋め戻された。3年後には盗掘犯人が逮

捕されて大内裏門前に晒され、見物人が殺到したという。 

この陵墓は2014.年2月、宮内庁が日本考古学協会など考古学、歴史学の研究者達と共

に立ち入り調査しているが、墳丘の形状や地表に露出している石材などを観察したにとど

まっており、墓室内部は調査されていない。 

なお、古代天皇の墓所として学会が認め、かつ宮内庁の管理外におかれている古墳がい

くつか存在するが、発掘を免れた古墳は少なく、玄室内には今や何も残されてはいない。

例外的に牽牛子塚古墳（けんごしづか。奈良県明日香村、天智天皇・天武天皇の母とされ

る第37代斉明天皇陵）では夾紵棺（きょうちょかん）の破片や金具類、ガラス玉などや

人骨（臼歯）などの遺物が出土している。臼歯は間人皇女（はしひとのひめみこ、斉明の

娘）のものとの説がある。 
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今後、官学協力体制のもと、野口王墓のように治定が信頼できる古代の陵墓から遺骨を

採取し、DNA鑑定を実施すれば、皇統の歴史的事実が飛躍的に解明されることが期待さ

れる。実現を阻む最大の問題点は宮内庁の発掘調査に対する消極的、否定的な対応かと思

われる。「逆説の日本史」の筆者井沢元彦は本書において次のように推理している。「宮内

庁が陵墓の学術調査を厳しく規制してきた理由は、現在の天皇家が朝鮮半島からやってき

た、いわば侵略者である渡来人の末裔であることを、真っ向から肯定するような物証が出

てしまうのを怖れているからではないか？」。この論旨はそれなりに説得力がある。皇統

の歴史的事実が解明されることは政治的観点にたてば何等プラスにはならないばかりか、

我が国の象徴としての天皇の権威を貶める危惧さえあることを怖れ、敢えて、行政（首相、

宮内庁長官）が陵墓の学術調査から目を背けてきた経緯もそれなりに理解することができ

る。 

残念ながら以上の問題提起を残して本稿を締めくゝることゝする。 

（色染昭和３５年卒 松岡謙一郎） 
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ガンの病理、予防と治療 

ガン。日本人の 2 人に 1 人が患い、3 人に 1 人の死因となっている深刻な病気で

す。昨年、2017 年の春に鼎会にて話した内容に新情報を加筆しました。 

私自身、下記「予防」の項に記載のとおり、ガンの予防に効果が認められている、 

＊戸外での最低 10～15 分の日光浴→紫外線を浴びることにより皮膚の下にビタ

ミンＤが生成し、これが免疫システムを向上。 

＊メタボ.即ち過体重、肥満の抑制。 

＊野菜、果物をよく食べる。 

を励行するべく、毎日 2ｋｍのジョギングと菜食を心掛けおります。 

 

１、病理 

1-1、細胞分裂と増殖 

ヒトの体はおよそ 60 兆の細胞で構成されている。生物の体は常に細胞分裂を繰り

返し新陳代謝し続けている。細胞の寿命、すなわち新陳代謝の周期は体の部位で異

なり、ヒトの体では一番短命な細胞は胃や腸の表面を覆っている消化管上皮細胞で

24 時間。肝臓の細胞は２～３週間、皮膚の細胞は約１ヶ月、赤血球は約３ヶ月、骨

の細胞は 10 年ほどの寿命とされている。脳細胞は生後、二度と細胞分裂をしないが

寿命は 100 年以上との説が有力。ヒトの場合、毎日 3000 億個もの細胞が入れ替わ

っているといわれる。60 兆もの細胞が分裂を重ねながら自己を複製し続けて、ヒト

の一生の間におよそ１京回（1016 回）の細胞分裂が起っていることになる。一人の

人間の全ての細胞がみな同じ「DNA（生命の設計図、下の註参照）」＊を持ち、細胞

分裂の際には核が２つに分かれ、核の中に存在する DNA も２分割される。 

 

註：「DNA」＊：遺伝情報を記録している物質。デオキシリボ核酸＝deoxyribonucleic 

acid の頭文字を取ったもので、遺伝情報を保存する役割があり「生命の設計図」

という表現が使われる。この DNA に生物を作るのに必要な情報が全て含まれてい

る。DNA 中の、タンパク質（＝生命体）の作り方を記録している部分を「遺伝子」

と呼ぶ。 

 

DNA はコピーにコピーを重ねながら伝達されていくから、途中でコピーミス、言

い換えれば突然変異が起こることは確率的に避けられない。ある報告では DNA にコ

ピーミスを起こす細胞の数は 40 個／日にも及ぶという。多くの場合、こうした異常

細胞は体に備わっている防御システム（たとえば免疫）が働き、通常は増殖する前

に排除される。しかし、極めて稀には防御システムをかいくぐり「分裂・増殖」を

繰り返すものがある。これが「ガン細胞」である。たった 1 個の細胞の DNA にコ

ピーミスが生じ、この遺伝子情報に誤りが生じるとその細胞の働きに異常が生じる。

正常な細胞であれば、その遺伝子の持つ記録情報によって、分裂増殖の速さや限度
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がコントロールされる。しかし、遺伝子に異常が生じた結果、正常な細胞の分裂を

凌ぐ早さで際限なく分裂を繰り返すガン細胞が発生する。 

例えば皮膚の細胞は、けがをすれば増殖して傷口をふさぎ、傷が治れば増殖を停

止する。一方、ガン細胞は、体からの命令を無視して異常な早さで止めどもなく増

え続け、その結果周囲の正常な体組織に取って替わり、異常な細胞が体組織に増殖

することになる。 

以上の通り、ガンという病気は、異常な遺伝子を持った細胞が増殖することで起

る。その意味ではガンは遺伝子の病気の一つといえる。 

20 歳代の期間に、ガン細胞が一つや二つ体内にできていると考えられている。最

初はたった一つでも、分裂を重ねるごとに制御のきかない細胞の集団に成長し、や

がて「腫瘍」という目でも見える大きさになる。その中で分裂のスピ－ドが速く、

他の臓器にまで転移して、再び増殖を始める悪性の腫瘍が「ガン」である。ガン細

胞が増える仕組みは他の細胞と同じく、細胞分裂により倍・倍と増えていく。一個

のガン細胞が生まれてから、ガンが検査で見つかる大きさになるまでには 10 年～15

年かかると言われている。一般的な検査でガンが見つかるのは約 1 センチ大になっ

た時。この時、重さは 1 グラム、細胞数は約 10 億個。1 センチの大きさで見つかれ

ば早期発見と言えるが、実はガンが生まれてから既に 10 年以上が経過している。症

状の出方は人によっても、またガンができる部位によっても異なるが、おおよそ 2

～3 センチの大きさに成長すると、いわゆるガンの症状が顕在化する。 

細胞が活発に活動している成長段階や若年で発ガンするとその進行スピードが速

いと言われることがあるがこれは誤認。ガン発症のリスクはやはり高齢者が高い。

細胞中にストレスが蓄積し、遺伝子変異のリスクが増加する。ガンに対する免疫な

どの防御システムも衰える。多くのガンの罹患率は 50 歳を過ぎた頃から急激に増加

する。 

特定のガンは遺伝する可能性が高いことが判明している。複数の血縁者が同じ部

位にガンを発症している場合、その人の同部位の発ガンリスクは高い。 

 

1-2、転移 

しかしガン細胞がいかに驚異的な増殖力を持つとはいえ、もともと発生した体内

部位にとどまっているかぎりは、その宿主を死に至らしめることはほとんどない。

問題は「転移」である。ガン細胞は血液により運ばれて他の体内部位に入り込みそ

こでまた増殖しだす。これがガンの転移である。転移したガンの増殖スピードは異

常に大きく、その部位の機能が大きく阻害される。悪いことに、ガン細胞が転移す

るのは、肝臓、肺、脳といった基幹部位が多い。これらの器官には毛細血管が多く、

他の体内器官から血管を通じて流れてきたガン細胞がたどり着きやすいためである。

どれも生命の根幹を支えている器官であり、ガン細胞の増殖により患者は次第に衰

弱し遂には死に至る。ガン患者にとっては、いかにして転移を早期に見つけ、これ

を取り除くかということが重要である。 
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２、予防 

2-1、ガンの誘発因子 

経験則にもとづき下記のガン誘発因子が認知されている。 

①化学的因子 

タバコの煙、車の排気ガス、工場からの煙、建築に使われてきたアスベスト（石

綿）、染色に使うアゾ色素（膀胱ガン）、女性ホルモンの分泌過剰（乳ガンや子宮

内膜ガン）。 

②物理的因子  

放射線照射（白血病、甲状腺ガン）、紫外線照射（皮膚ガン）。  

③生物的因子 

C 型肝炎ウイルス、B 型肝炎ウイルス（肝細胞ガン）。 

④食物、食習慣 

過体重、肥満（食道、結腸、直腸、乳房、腎臓ガン）。 

飲酒過剰（口腔、咽頭、喉頭、食道、肝臓、乳房ガン）。 

貯蔵肉の常食（結腸、直腸ガン）。 

塩蔵品、食塩の摂取過多（胃ガン）。 

熱い飲食物の常食（口腔、咽頭、食道ガン）。 

野菜、果物をよく食べる人は口腔、食道、胃、結腸、直腸の発ガンリスクが低い。 

 

2-2、紫外線とビタミンＤ 

紫外線の少ない緯度の高い地方に住んでいる人は、緯度の低い地方に住んでいる

人よりガンになりやすいという統計が明らかになっている。 

① アメリカの北部の州では、南部の州に比べ大腸ガンの死亡率が３倍高い。 

② 寒冷で紫外線が少ない米国ネブラスカ州プリモント市（U.S.A.の中西部）は全米

一大腸ガンが多い。当地で実施された大規模な比較実験では、ビタミン D を投与

したグループでの大腸ガン発症は半分になった。 

③ 大腸ガン、乳ガン、卵巣ガン、膀胱ガンの発生率は、アメリカの南から北へ向か

うにつれて 2 倍に上昇する。 

④ 血中のビタミンＤの濃度が 20 ｍｇ／ｍｌ以下の人は、乳ガン、前立腺ガン、結

腸ガンのリスクが 30～50％高くなる。 

紫外線を浴びることにより皮膚の下にビタミンＤが生成し、これが免疫システム

を向上させて、細胞の分裂を阻害したり転移を防いだりして、ガン細胞の活動をさ

まざまなレベルで抑えていると推定されている。 

ビタミンＤの投薬や積極的な日光浴によりガンが抑制される効果が実証されてい

る。紫外線照射は皮膚の老化を進め、皮膚ガンを誘発する等の心配をする向きもあ

るが、昼間、戸外に出て、10～15 分、日光浴するだけでも十分効果がある。晴天の

戸外では日陰に数 10 分過ごしても十分な紫外線照射を受けることができる。 
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３、治療 

3-1、抗ガン剤と副作用 

ガンの三大治療―手術、化学療法、放射線療法―のうちの化学療法に属する「抗ガ

ン剤」は主としてガン細胞が分裂する過程に働きかけ、ガン細胞が成長するのに必

要な物質を作らせないようにして、ガン細胞の増殖を妨害し、絶滅を促がす。 

しかし抗ガン剤はガン細胞、正常細胞の区別なく、あらゆる細胞の増殖を妨げよ

うとするため副作用が避けられない。 

抗ガン剤の多くは、細胞自体あるいは細胞の中にある DNA に致命的な障害を及ぼ

すように作られている。ガン細胞は細胞分裂が活発なため、その分、攻撃にさらさ

れやすくなる。抗ガン剤を服用すると血流に乗って全身のすみずみまで運ばれてゆ

く。さかんに分裂・増殖をするのはガン細胞だけではない。正常細胞も抗ガン剤の

作用を受ける。造血細胞に作用して赤血球や白血球、血小板などが作られなくなり、

貧血や深刻な感染症、出血などを引き起こす。毛根細胞に作用すると脱毛（抜け毛）、

口腔粘膜なら口内炎、消化管粘膜なら吐き気や下痢といった副作用が現われる。 

錠剤、注射液、点滴、等の薬剤があるが、薬価は数千円～10 万円。 

3-2、注目されるガン治療薬 

１）丸山ワクチン： 

抗ガン剤のみの治療グループと抗ガン剤と丸山ワクチンの併用治療グループの

2 群に分けての治療結果によると、50 カ月の生存率は、前者に対して後者のグル

ープは 15.2％高かった（1000 人あたり 152 人に延命効果がある）。丸山ワクチ

ンは副作用がほとんどなく、また苦痛をやわらげる作用も期待できる。 

しかし丸山ワクチンはガンの治療薬としては承認されていない（健保が適用さ

れない）。ただ特例として、労厚省は実費を患者が負担（製薬、医療の利潤分は

国が負担）する「有償治験薬」として、希望するガン患者は誰でも使うことがで

きる。費用は、 1 クール分（隔日注射、40 日分）につき、9,000 円＋消費税＝9,720

円。 

２）オプジーボ 

「オプジーボ」（小野製薬、一般名ニボルマブ）はガン細胞によって弱められた

患者の免疫細胞の攻撃力を高めてガンを治す新しいタイプのガン治療薬で、2014

年以降、皮膚ガン、肺ガン、腎臓ガンの治療薬として健保が適用されているが、

患者の２、3 割に効果があるものの、効果がない患者も多い点が課題である。また

患者 1 人当り年間 3,500 万円（高齢者 1 割負担としても 350 万円）と高い薬価が

問題となり、2017 年 2 月には半額に値下げされた。 

３）新薬 FAS 阻害薬： 

ガンの起源とメカニズムが解明されていく中で、それに対応したガン治療法が

開発されつつある。研究開発中の化学療法「FAS 阻害薬」は注目に値する。2010

年に抗ガン剤、FAS 酵素阻害薬 C31 が米国の医療チームによって発見された。現

在、C31 は臨床試験中で、殆ど総てのガンに効果がある画期的な治療薬として期
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待されている。ガン増殖の速さは FAS（脂肪酸合成酵素、Fatty acid synthase）

という酵素が寄与している。ガン細胞の中には FAS が異常に多く存在している。

Ｃ31 は、FAS のみをターゲットにしてその働きをブロック、ガン細胞の増殖を抑

え、消滅させるというもの。1 日だけの投与でガン細胞に強力なダメージを与える。

同時に、健康な細胞の増殖も止めてしまうが 1 日だけの投与なら問題は少ない。

この臨床試験が終り、効果が確認されれば、ガン治療の大きな朗報になりそうだ。 

４）免疫治療 

ガンの三大治療以外にも第四のガン治療とも呼ばれる免疫治療がある。 

体内には異物を判別し排除する抵抗力すなわち「免疫」が備わっており、ガン

細胞に対してはＮＫ細胞（自然免疫細胞）、Ｔ細胞（獲得免疫細胞）等の免疫細

胞がガン細胞を攻撃する役割を果たしている。しかし免疫が弱くなったり、ガン

細胞が免疫から逃れる術を身につけた場合、ガン細胞を異物として排除しきれな

いことがある。免疫療法は免疫を強めることにより、ガン細胞を排除する治療法

である。 

しかしこれまでの研究で治療効果が認められる免疫療法は未だ少ない。現在、

臨床での研究で効果が明らかにされている免疫療法は、 

「免疫チェックポイント阻害剤」：体内の免疫(T 細胞など)の活性化を持続する（ブ

レーキがかかるのを防ぐ）。健保が適用される。 

「サイトカイン療法」：体内の免疫を強める（アクセルを強める）方法。 

などの一部の薬に限られ、治療効果が認められるガンの種類も今はまだ限られて 

いる。しかし多くの免疫療法が研究開発中である。 

５）遺伝子治療 

ヒトの体内では上記の「免疫機能」や「ガン抑制遺伝子」が異常な細胞の増殖

を防ぐために重要な働きをしている。「ガン抑制遺伝子」が傷ついて正常に働け

ない状態になると異常なガン細胞の増殖が進行する。 

遺伝子治療はガン細胞に正常なガン抑制遺伝子を導入することよって、ガンの

増殖を止め絶滅に導く最先端の治療法である。ガン細胞の多くはガン抑制遺伝子

が欠落しているか、正常の機能を果たさなくなっている。ガン抑制遺伝子等（マ

イクロ RNA 抑制タンパク、遺伝子情報を組み込んだレトロウイルス）を何らかの

方法で患者の体内に導入し、ガン細胞の増殖を止め、絶滅するように誘導する治

療法である。未だ成功例は少なく、より画期的な体内への導入法が期待される。

大学病院などで多くの治験が行われている段階である。 

 

４、あとがき―人類進化が生んだ病「ガン」 

人類は特に大きいガンのリスクを背負っている。遺伝子の 99％が同じという人類

と共通の祖先を持つチンパンジーと較べてもずば抜けて高いリスクである。チンパ

ンジーがガンで死亡する割合が 2％なのに対し、人類は 30％がガンで死亡する。こ

のように人類がガンに罹り易いのは、人類が進化した代償と言うことができる。 
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１）人類の繁殖戦略： 

700 万年前に二足歩行を始めるようになって以降、家族を構成するようになっ

た人類は、オスは交尾と引き換えにメスに多くの食料を運ぶような生活習慣が形

成された。メスはオスに積極的に食料を運ばせるため発情期をなくし、いつでも

交尾可能な性システムを取り入れた。一方オスはいつでも交尾ができるよう、常

時精子が増殖していくように DNA（生命の設計図）を変化させていった。 

細胞分裂のコピーミスにより生じたガン細胞もこの DNA の旺盛な増殖システ

ムはそのまま引き継ぎ（遺伝）、異常な早さで、際限なく分裂を繰り返すように

なっていった。 

２）脳の巨大化： 

人類の脳が巨大化したのは体内の FAS（脂肪酸合成酵素）が寄与し、他の動物

よりも多くの脂肪酸が作り出せた結果である。 

ガン細胞もパワーアップした FAS をそのまま引き継ぎ（遺伝）、高い増殖力を

持つようになっていった。 

なお前述の通り「FAS 阻害薬」C31 が臨床試験中であり、殆ど総てのガンに有

効な画期的な治療薬として期待される。 

３)  出アフリカ： 

人類がガンのリスクを高めた３つめの要因は 6 万年前の「出アフリカ」にあっ

た。人口の増加により、日差しの強いアフリカを出て地球のあらゆるところへと

移動していった人類。しかし、紫外線の弱い場所にも住むようになったことから、

紫外線照射により皮膚の下に生成されるビタミンＤの量が不足するようになり、

それがガンのリスクを高める結果となった。 
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『新型コロナウイルスについて』～免疫力向上の為に～       令和 2 年 3 月 1 日 

色染昭 35年卒 山田英二 

§１．序文：新型コロナウイルスによる感染症が世界的に蔓延する傾向をみせています。 

私事、ウイルスについては専門外なので、自分自身の勉強の為に、TV や文献調査

によって得た知見を、稚拙な内容ですが以下に整理してみました。 

 

§２．ウイルスと細菌：ウイルスと細菌は微生物の範疇に入るが別物で、人の肉眼では判別

出来ない微小な生命体の事である。微生物を分類すると下表の様になる（原虫は省略）。 

 ウイルス 細菌 真菌 

大きさ 直径 0.1～0.2μm。生物の

細胞の 1/100～1/1,000 程

度の極微小粒子である。 

直径 1～5μm。 5μm 前後 

(赤血球＝7～8μm) 

生 物 学 的

分類 

DNA or RNA どちらか一

方と、それを保護する蛋白

質で構成される。 

原核生物。DNA と

RNA の両方を持っ

ている単細胞原核生

物。細胞膜がある。 

真核生物。DNA と

RNA の両方を持っ

ている多細胞原核生

物。細胞膜がある。 

増 殖 の 仕

方 

動物等の細胞内に侵入し

ないと自己複製できない。 

自ら栄養を摂り単独

で増殖できる。 

他の栄養を摂り単独

で増殖できる。 

治療法 一部のウイルスにはワク

チンによる予防接種が出

来るが、抗ウイルス剤は少

ない。 

抗生物質、合成抗菌

薬がある。 

抗真菌薬がある。 

代表例 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ、ﾉﾛｳｲﾙｽ、 

SARS ｺﾛﾅｳｲﾙｽ、ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ、

ｴﾎﾞﾗｳｲﾙｽ、風疹ｳｲﾙｽ、狂犬

病ｳｲﾙｽ、HIV、ﾍﾙﾍﾟｽ 

大腸菌、ﾌﾞﾄﾞｳ球菌、 

O-157、ﾋﾟﾛﾘ菌、ｺﾚﾗ

菌、結核菌、ﾚﾝｻ球菌、 

破傷風菌、 

ｶﾝｼﾀﾞ、 

ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ 

【註】①SARS コロナウイルス：1 本鎖 RNA ウイルスで直径 120～160nm の球形、表面

に棍棒状のスパイクが沢山突き出ており、太陽のコロナの様に見える事から命名

された。人体の鼻腔内 33℃が最も活動的になる温度である為、人の鼻腔で増殖し

風邪の症状を示す。 

②新型コロナウイルス：SARS コロナウイルスと良く似た性状のウイルスで、若い

人は感染してもウイルスが増殖する間に免疫力によって排除できるが、高齢者ら

は免疫力が低く肺炎になる可能性がある。感染しても無症状か軽症の割合が高い

一方、高齢者ら一部の人は重症化する。専門家は「新型ウイルスは性状がよくわ

かっていない事が不気味である」と言っている。 

 

 

§３．新興感染症： 

 ☆1970 年以降に発見された新興感染症の主なものは下表の通りである。 

1969年以前から知られていた古い感染症で、再び増加傾向を示している感染症は結核、 

百日咳、デング熱等がある。 
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感染症 区分 病原体 発見年 

レジオネラ症 細菌 レジオネラ 1976 

エボラ出血熱 ウイルス エボラウイルス 1976 

後天性免疫不全症候群（AIDS） ウイルス ﾋﾄ免疫不全ウイルス 1981 

腸管出血性大腸菌感染症 細菌 腸 管 出 血 性 大 腸 菌

O-157 

1982 

ピロリ菌感染症 細菌 ヘリコバクターピロリ 1983 

C 型肝炎 ウイルス C 型肝炎ウイルス 1989 

重症急性呼吸器症候群（SARS） ウイルス SARS ウイルス 2003 

鳥インフルエンザ ウイルス H5N1 ウイルス 2003 

中東呼吸器症候群（MERS） ウイルス MERS ウイルス 2012 

 

§４．免疫力について： 

 ☆ウイルスに感染しても軽症で済む人は免疫力が高いと考えられるが、一般的に免疫力を

高める生活習慣とは、バランスの良い栄養摂取と、休養を充分にとり、適度な運動を心

掛ける事が大切とされる。 

☆人体の免疫担当細胞は白血球であり、白血球はリンパ球、単球、顆粒球に分類され、更

に NK 細胞（攻撃、破壊）、T 細胞（攻撃、ｻｲﾄｶｲﾝ産生）、B 細胞（抗体産生）、ﾏｸﾛﾌｧｰｼﾞ

（情報伝達）、好中球（殺菌）等に分類される。それぞれが外敵（病原体）の発見、情

報伝達、攻撃命令、殺菌、攻撃、破壊等の役割を分担している。 

 ☆免疫力（健康長寿力）を高めるには： 

  免疫力の約 70％は腸内で作られ、後の 30％は自律神経が関係していると言われている。 

  即ち、リンパ球の約 70％が腸管に集中しており、抗体全体の約 70％が腸管で作られて

いると言われており、免疫系細胞を活性化するのは腸内細菌であって、腸内環境が免疫

力のカギを握っている。この事は毎日摂取する食材が免疫力に極めて大きな影響を及ぼ

している事を意味する。従って、§5 に免疫力、並びに健康長寿に影響する食材につい

て記述する。 

 ☆血管の役割と重要性： 

  血管は酸素や栄養分を身体の隅々まで行き渡らせる運び屋であり、CO2 や老廃物を肺

や腎臓に持ってくる回収屋でもある。毛細血管を含めると、その長さは 10 万 km（地

球 2 周半）あり、大動脈では毎秒 1m の速度で流れていると言われている。 

  “人は血管と共に老いる”と言われる様に、血管の保全は免疫力と共に健康寿命の基礎 

と考えられる。 

   

§５．免疫力（健康長寿力）を高める食材とは： 

 根菜類： 

 【大根】ｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄを含み、血管老化を防ぐ。がん予防（解毒酵素ｱｯﾌﾟ）。大根おろしが 

一番。大根おろし+ 納豆が効果的。 

【長芋】ﾃﾞｨｵｽｺﾘﾝ A を含みｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防、肥満防止、免疫力ｱｯﾌﾟ、認知症対策に効果。 

 【人参】ﾋﾞﾀﾐﾝ A の宝庫と言われ、体内の粘膜を正常に働かせる力がある。  

 【レンコン、ジャガイモ】ﾋﾞﾀﾐﾝ C が多く、白血球の働きを強化し、免疫力を高める。   
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  【ブロッコリー】ﾋﾞﾀﾐﾝ E、C が多く含まれ、活性酸素を抑制する抗酸化作用がある。 

【ゴボウ、レンコン】食物繊維には、感染症などに対する抵抗力をつける成分が含まれる。 

【ニンニク、タマネギ、長ネギ】多く含まれる硫化ｱﾘﾙは、一部は体内でｱﾘｼﾝに変化、免疫力 

 を高める効果がある。ｱﾘｼﾝはﾋﾞﾀﾐﾝ B1、B2 の吸収をｱｯﾌﾟさせる効果もあり、 

B1 は体内の糖質の分解を促進させ、B2 は代謝を促進し、細胞の活性化を促進。         

発酵食品： 

  【納豆】ｽﾍﾟﾙﾐｼﾞﾝ、ﾋﾞﾀﾐﾝ K2 を含有し免疫力向上により寿命が 25％ｱｯﾌﾟ、心筋梗塞 

等循環器系疾患を 20％削減する。骨を丈夫にする。花粉症抑制、細胞の老 

化防止にも効果がある。 

  【漬物、みそ、チーズ、ヨーグルト】腸内細菌が増え、バランスも良くなって結果的に

は免疫機能が向上する。 

豆類： 

  【ピーナッツ】薄皮にﾚｽﾍﾞﾗﾄﾛｰﾙ（強い抗酸化作用を持つﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ）を含む。50％はｵﾘ

ｰﾌﾞｵｲﾙと同じ脂肪。花粉症撃退、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽを 1/1000 に減らす。長寿遺伝

子を活性化して細胞の老化を遅らせる。悪玉ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ削減、血管強化、疲労回

復にも効果的。 

  【枝豆】ｲｿﾌﾗﾎﾞﾝ、ﾋﾞﾀﾐﾝ C、葉酸、鉄分、蛋白質を多く含み、がん予防、肥満予防、長

寿。ﾚｼﾁﾝによる肝臓強化で感染症予防、免疫力ｱｯﾌﾟ。ﾌﾗｲﾊﾟﾝで蒸し焼きが一番。 

  【大豆製品：豆腐、豆乳、油揚げ、納豆、ｶﾞﾝﾓﾄﾞｷ等】脂肪肝を減らし、善玉ホルモン 

を増やす（FGF21：肥満症や糖脂質代謝異常を改善する薬理作用を有する）。 

その他食品： 

 【梅干し】骨粗鬆を予防。老化防止に効果的なのは蜂蜜漬け。加熱すると血液サラサラ 

効果ｱｯﾌﾟ。 

 【青魚】腎臓の働きを改善する AIM の多い人は健康長寿。AIM を増やすのはサンマ等 

の青魚。青魚中の DHA が有効。鯖の缶詰には Ca が多い（生の 40 倍）。DHA、

EPA、ﾋﾞﾀﾐﾝ D を含み、骨折予防、認知症予防、肥満予防に効果的。 

 【みかん】βｸﾘﾌﾟﾄｷｻﾝﾁﾝが増え、血管の老化を予防し、しなやかにする（脳卒中防ぐ）。

冷え性改善。認知症にも良い。食後に食べると良い。 

 【柿】柿タンニンがｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽを撃退する。ﾋﾞﾀﾐﾝ C が多く含まれ、風邪を予防する。 

 【緑茶】ｶﾃｷﾝとﾃｱﾆﾝに抗ｳｲﾙｽ作用があり、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの予防が期待できる。悪玉ｺﾚｽﾃﾛｰﾙを

減らし、免疫力増強作用もある。血管に良い成分の多く出るお茶の入れ方は、70℃

のお湯を使うのがよく、脳梗塞を防ぐには 1 日 5 杯以上飲む。緑茶の栄養を最大

限とるにはお茶殻を食べると良い。麦茶はｶﾌｪｲﾝが無いので睡眠に良い影響があ

る。血糖値対策のお茶は玄米茶。血管年齢を下げるには擂ったｼｮｳｶﾞを緑茶に入

れて飲むと効果的。 

 【肉類】徳之島の長寿の秘訣は、筋肉が丈夫になる肉類を沢山食べている事。例えば、朝

から豚肉を食べる習慣がある。又、卵を 1 日 3 個、牛乳をｺｯﾌﾟ 3 杯摂取。おや

つに黒糖を食べる。 

 【昆布】ﾌｺｲﾀﾞﾝが小腸をガードし、ｳｲﾙｽを防御する。免疫力を高める。昆布と蒟蒻を一緒

に食べると骨を強くする。 

 【カボチャ】3 大抗酸化ﾋﾞﾀﾐﾝと言われるﾋﾞﾀﾐﾝ E、βｶﾛﾃﾝ、ﾋﾞﾀﾐﾝ C が豊富に含有されて

会誌NO１１　 P２１



いる。βｶﾛﾃﾝは免疫力の向上、目の疲労を癒す働きがある。脂溶性ﾋﾞﾀﾐﾝなので、

油炒めなど油分と一緒に摂ると栄養素をしっかりと吸収できる。 

 【オメガ 3 脂肪酸】鯖、サンマ、マグロ、イワシ等の青魚類、貝類、ウナギ、エゴマ油、 

アマニ油等にオメガ 3 脂肪酸が多く含まれている。このオメガ 3 脂肪酸の健康 

効果は前記した青魚と重複するが、以下の通り多くの効果が期待できる。 

①血液サラサラ効果と、血管若返りによって循環器系（心臓病、脳梗塞）に良い。 

②肝がん、乳がん対策として効果がある。 

③精神安定化効果がある（イライラ、鬱病等の改善効果がある）。 

④花粉症。⑤筋肉痛。⑥疲労回復。⑦乾燥肌・美肌。⑧冷え性 等に効果がある。 

『オメガ 6 脂肪酸』とは、大豆油、コーン油、サラダ油、牛肉、豚肉、バター、 

卵に多く含まれる脂肪酸であるが、両者のバランス良い理想的な摂取量とは、 

    『オメガ 3 脂肪酸：オメガ 6 脂肪酸＝1：2 』 と言われている。 

 

§６．編集後記： 

健康長寿の３大要素とは、①適度な運動、②バランスの良い食生活、③生活にハ

リを与える活動（心の豊かさ）と言われています。これらは全て免疫力向上に繋が

っています。 

§5．記載の食べ物の健康効果は、食材の種類、摂取量、食べ合わせ、調理法などが

絡んでいますので複雑です。 

又、研究中のものもあって真偽の程も定かではありませんが、免疫力向上と血管強

化の方向性を示唆しているのは間違いないと考えられます。 

     中国で SARS が流行した際、青ネギを常食としている山東省の一部地域では殆

ど感染症が発生しなかったと聞いた事があります。免疫力向上に効果的と言われる

食材を日常的に適量摂取する事が、一番手っ取り早い免疫力向上対策になるのでは

ないでしょうか。日本人の死亡原因は、（厚生労働省・平成 30 年統計） 

1 位：ガン     （27.4％） 

2 位：心疾患「心臓」（15.3％） 

3 位：老衰     （8.0％） 

4 位：脳血管疾患  （7.9％） 

5 位：肺炎     （6.9％） 

老衰は別として、死亡原因の上位は、免疫力低下と血管老化が絡んでいる事を

示しています。健康長寿のキーワードは『免疫力向上』と『血管の若返り』であ

ると言えるでしょう。 

日頃から『免疫力向上』と『血管の若返り』に努めれば、日本人の健康寿命は益々

伸びて、国の財政悪化の最大の要因である医療費の削減につながり、財政健全化

にも寄与するのではないでしょうか。                以上 
 

【引用文献】 

① 「たけしの家庭の医学」、②NHKガッテン、あさいち、③林修今でしょ講座（以上は TV）。 

④ 「免疫力と抵抗力を高める食材」：昭和大学・烏山病院栄養科・栄養士・古原聡美著 

⑤「ｳｲﾙｽ細菌の図鑑」：北里大学・微生物学・北里英郎他著。技術評論社。 

⑥「免疫力をｱｯﾌﾟする科学」：藤田紘一郎著。ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴﾃｨﾌﾞ(株)。 
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令和元年 色染物質会 嵯峨嵐山紅葉散策 

11 月 27 日(水)、嵯峨のかくれた紅葉の名所を散策、そして、静かな鳥居本で夕食を楽し

みました。 

今回の参加も 6 名と少人数でしたが、ＪＲ嵯峨嵐山駅に集合、タクシーで大河内山荘を目

指します。先ず驚いたのは平日にも拘わらず、人・人・人の波。外国人観光客には平日も休

日もないので納得ですが、結局タクシーも進めず途中で降りることに。竹林の道を通り大河

内山荘へ向かいました。 

大河内山荘は時代劇俳優・大河内傳次郎（1898-1962)が、こつこつと創りあげた広大な

庭園で、映画の出演料の大半をこの庭に注ぎ込んだといわれています。菓子と抹茶を楽しん

だ後、紅葉とともに、京都市内は勿論、比叡山・大文字山までの展望を満喫しました。 

次の宝筐院（ほうきょういん）に向かう道すがら、常寂光寺、落柿舎、二尊院の門前を通

りましたが、何れにも｢紅葉見頃｣との案内があり、中を覗くと素晴らしい紅葉が。 

宝筐院は竹林や苔に四季折々の花が映える、風情満点の庭園が美しい臨済宗の寺院で、入 

口から門をくぐるとまっすぐな石畳の道があり、その両側の紅葉のトンネルと、辺り一面が

黄金色や赤色の紅葉に包まれる様子に圧倒されました。 

その後、宝筐院近くの喫茶店で店主の老夫婦と昔話に花を咲かせ暫し休憩。 

夕食はそこから坂道を上ること 20 分、鳥居本遊山へ。この辺りまで来るとさすがに人気も

少なくなります。日本料理をベースにフレンチの要素を組み合わせた、彩り豊かな京創作の

料理に舌鼓をうちました。 
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曇り空ではありましたがこの時期にしては暖かく、皆さん一枚上着を脱いでの散策でした。 

    

大河内山荘にて 左より 小林、角野、佐藤、田村、松岡、犬伏 （敬称略） 

    

（色染昭 48 年卒 犬伏康郎） 
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   平成３１年度  色染 昭和２８年卒 クラス会 

 正月２８日の『２８会』を今年も四条大宮「アークホテル 味舞」で開催しました。 

寒さが応える年齢になったのか、今年は体調不良や身内の不幸もあって、常連の稲井新郎、 

西川三郎、田尻弘、石橋道弘さんが欠席。それでも女性２名を加えて 7名が集まりました。 

 

前列萩原理一さんをはさんで右側、故坂口早苗氏夫人寿美さんと左側、故太田光一氏夫人恵江さん 

後列右から名古屋の家久浩一さん、高槻の亀迫重男さんと出原昭巳さん、吉岡 悠です。  

  

（色染昭 28年卒 吉岡記） 
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令和元年「３５会」Ｓ３５年色染卒クラス会たより 

 

来年には卒業以来６０年（還暦）を迎えることとなる「３５会」が１１月

２０日に持たれた。 

健脚にて参加可能な仲間は残念なことに１０名となったが、このうち今回

は８名が集い、今なお意気盛んにて、旧交を温めあうことが出来た。 

今回は、１５時に京都地下鉄北山駅に集合し、京都府立植物園の紅葉散策

を楽しんだ。植物園ボランティアガイドをしている仲間の一人から案内があ

り、いろいろな植物の生きざまなどの説明で「動けぬ植物の不思議な行動」

に驚嘆した。例えば、楓類は風を利用し種子を遠くにまで散布している。公

孫樹（イチョウ）の葉は大きく広葉樹の顔をしているが実は針葉樹である。

また、竹と笹の違いなど、普段何気なく見過ごしていることなどをいろいろ

教えられた。 

 

植物園にて：左より、松岡、法貴、衛藤、安部田、鈴江、黒田、坂東 
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その後、岡崎の数寄屋建築と本格的な池泉回遊式庭園を有する白河院に移

動し、懐石料理を肴に「各自の最近の活動状況」「現在の社会情勢」「昔の想

い出」などに花を咲かせ、２０時に来年も元気で再会できることを祈念し散

会した。 

 

白河院にて：前列、左より 園田、法貴、鈴江、黒田 

後列、左より 坂東、衛藤、安部田、松岡 

                          

幹事：鈴江・黒田 
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昭和３８年卒業 同窓生「みつば会 東京支部」報告 
     

小畠堯君 日本南画院展に出展、受賞 
 色染工芸学科昭和３８年卒業同窓の小畠堯君が日本南画院展に出展され、衆議議 

長賞」を受賞された。作品の題名は「涼風」。お目出度い事である。因みに「衆議院議

長賞」と「文部科学大臣賞」に次ぐ上から二番目の賞だそうな。 

彼も８０歳を前に受賞出来て非常に喜んでおりましたが、昨年(平成３０年)の受賞

は「竹田賞」（上から三番目の賞）であったので、まだまだ着実に、元気に上昇の階

段を登っていけるようだ。 この分で行くと来年は・・・賞が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年３月３０日、展示会会場に関東地区在住の諸氏が集まり作品を観賞、受

賞作品前での記念写真を撮影した。 手に持っているのは南画院展の目録。 

 

 

 

参加者名：左より 石野博吉、鎌田興太、早貸正幸、小畠堯、酒井紘、渡邊勝彦、中里寿弘、

の 7名（敬称略）である。 会誌NO１１　 P２８



約 1時間の絵画鑑賞の後、院展会場の国立新美術館前庭の満開の桜を眺め、いつもの

通りメトロ千代田線、丸ノ内線と乗り継ぎ、場所を新宿三井クラブに移し新宿の遠景を

見ながら２時間余り受賞のお祝いと懇親会を行った。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その中で、今年２月に彼の故郷の南丹市（園部）で、日本南画院選抜南丹市展が５

３名の作家の参加で１１日間開催されたのですが、その会場に展示した彼の作品「連

なる」（昨年の南画院展に出展した作品）を南丹市文化博物館に納めることになり、

額装して３／２７にその博物館に搬入することになったと小畠君から報告された。 

彼は、「ちょっとした『故郷に錦を飾る』形になり、これもうれしいと思っており

ます。」と非常に喜んでいましたが、我々一同も「本当に目出度いことだ。」と感激し

きり・・・。 

余談ながら彼は、これ以外に過去の海外展で、 

２００２年；「ル・フランス賞」ル・サロン(Le Salon、フランス、パリ)での入賞、 

２００３年：第７回中日桂林書画連合展  桂林市長賞 受賞、 

２００４年：カンヌ国際芸術祭 コートダジュール国際芸術賞受賞等々 

世界的な水墨画家として大いなる活躍をしている。 

 

その他、諸兄の話題は相変わらず大部分が健康状態と今一生懸命戦っている病気の

事であったのは前回同様であり、体調不良の三河君が今回も参加出来なかった事を含

めて、我々全員加齢により仕方のない事であろう。 

尚、関西地区在住の方は引き続き行なわれる京都会場・大阪会場で祝杯・懇親会を催

されることと伺っている。 またタイに駐在の伊東君は５月中旬に一時帰国するので、

別途歓送会を開催する予定である。 

                           （ 早貸 ・ 渡邉 記） 
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色染昭４５年卒合同クラス会 
平成31年1月13日に新年のクラス会を開催した。昨年の秋に関東と関西の合同

クラス会を開催して17名の参加だったが今回正月3日を止めてみんなの希望を

参考に13日に変更したが予想に反して例年より1名減少の5名となった。 

毎年京都の祇園行っていた「しんざん」が別の名前に変わっていて、今回は

山田君の紹介の京阪三条からすぐ近くの中国雲南料理店「昆明」になった。雲

南省出身の夫婦でやっている。ふかひれコースの飲み放題の料理であった。こ

れ以外にも3000円から6000円のコース料理がありお値打ちであった。 

参加者の近況: 坂本君は踊りの名取で今も各所で踊りの披露をしている。孫

が一歳半となり楽しい毎日を過ごしているようだ。嶋田は大阪の技術士センタ

ーの事務所は週に2-3回出ており、六月から理事長の後継者として指名されてい

る。それ以外はゴルフや近くのおいしい所を探して食事している。堀田君は毎

日数字を見て楽しんでいる。経済関連のセミナーに参加したり、芸術家関係の

人のまとめ役をしている。山田君のモットーは楽動、楽食、楽眠、楽話で充実

した日々を暮している。食事や運動には人一倍気にしているが健康診断には行

かない主義である。八木哲雄は脊椎ヘルニアの後遺症で運動は散歩で体調を整

えている。パソコンでYou Tubeを楽しみ、株の浮き沈みに一喜一憂の毎日を過

ごしている。昨年もブラジルへ行く体力を持っている。 

堀田、山田の推薦図書として箒木蓮生がいいとしきりに勧められた。他の人も

一度読んでみようかという気にさせられた。 

同級生の動向としては石塚(山本)令子さんの短歌が素晴らしく、昨年も年間

優秀賞としてトップ掲載された。土曜日の日経の短歌欄を待ち遠しく楽しみに

している。山田元君はTOEICに挑戦しているようでその意欲に感動していた。 

来年はもう少し参加者を期待して散会した。 

 

              写真左から 嶋田、堀田、山田、八木、坂本 

                       (文責 八木哲雄、嶋田)                               
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色染昭４５年卒合同クラス会 
令和2年1月12日に新年のクラス会を開催した。今回も正月3日を止めてみんな

の希望を参考に12日に変更した。前年より1名増えての6名となった。幹事役の

堀田君が前日脳梗塞で入院と山田君より衝撃の発表があった。幸い奥様の迅速

で適切な処置で病院に運び大事に至っていない様子である。発生して3時間以内

で処置しないと後遺症が出る可能性が大きいようだ。 

以下は今回出席してくれた西村君の抜群の記憶での報告のまとめである。 

会場は昨年度より京阪三条からすぐ近くの中国雲南料理店「昆明」で行った。

飲み放題のコース料理であった。クラゲの前菜から始まりアワビ、エビマヨ、

青椒ロースいろいろ出て、追加で餃子を注文してほぼ完食だった。昨年8月に亡

くなった長谷川君の追想から始まった。参加者の近況: 八木君は終活を始めて

遺産の遺言書を作成している。司法書士に依頼して手数料2%支払う。前立腺が

んの手術してオムツ必要らしい。嶋田は大阪で日本繊維技術士センターの理事

長となった。スペインITMAや北京に出張し、大学での講義や雑誌の投稿などで

忙しくしている。山田君のモットーは楽動、楽食、楽眠、楽話で充実した日々

を暮している。ユーチューブ見て料理している。竹中君は朝4時半に起きて一時

間の朝風呂に入り、その後近くの図書館に行くなど優雅な生活している。南君

はインドの出張を71歳でやめて、もっぱら米つくりしている。西村君は毎月二

週間ほど日系商社の手伝いで上海方面に出かけて多忙な日々のようである。 

同級生の動向としては石塚(山本)令子さんの土曜日の日経の短歌欄の常連で、

お父様も俳句で著名な人でその血を受け継いでいると感心していた。中国の酒

については西村君が詳しく、老酒、白酒、紹興酒の使い分けを教えてくれた。5

年物以上の紹興酒や白酒は老酒というらしい。竹中君はゴルフできる体調戻り、

プレーする約束をした。来年は幹事、坂本君などが加わることを期待する。 

 

写真左 西村、南、竹中 山田、八木、嶋田  

写真右 スペイン バルセロナの堀田君の息子さんの店「天ぷら屋」   

(文責 西村元廣、嶋田)                                
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昭４８年卒 クラス会 
平成３１年３月３日（日）実に１７年振りとなるクラス会が京都タワーホテルで開催さ

れました。関東から３名、中部から２名、近畿１０名に加え、福西、山中両先生にもご参

加いただきました。 

まだ現役バリバリの人、地域も含めた諸活動や趣味に忙しい人、暇を楽しんでいる人

等、皆それぞれですが、歌の披露や一言スピーチでの現状報告で盛り上がり、長年の空白

はすぐに埋まりました。 

  

福西、山中両先生の昭和３７年卒のクラス会は非常に活発で、低調だった我々に対し

｢ボケ防止のためにもクラス会をやるべし｣との発破をかけられましたが、来年も集まろう

と意見が纏まりお開きとなりました。 

 

解散後は、生憎の小雨でしたが京都タワーに上る人、カラオケへ行く人、懐かしい大学

を見に行く人等、各自余韻を楽しみました。 

 

 

前列左より 山下、中沢、豊嶋、福西先生、山中先生、石田、浜田、山本 

後列左より 三久保、丹羽、河合、犬伏、大嶽、服部、日生下、橋本、石田 

                        （色染昭４８年卒 犬伏康郎） 
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会員名簿 会員数：２０９名 8期：H30.4～H31.3
9期：H31.4～R2.3

メール欄にマークの無い方でアドレスをお持ちの方は、事務局までご連絡ください。不達の方もご連絡ください。

卒業年度 氏名 メール ８期会費 ９期会費 卒業年度 氏名 メール ８期会費 ９期会費

1 Ｓ19 小原 究 55 Ｓ35 松本 繁男

2 Ｓ19 宮永 正夫 ◎ ◎ 56 Ｓ35 山田 英二 ○ ◎ ◎

3 Ｓ20 小黒 清明 ◎ ◎ 57 Ｓ36 市原 　守 ◎ ◎

4 Ｓ23 勝田 房治 ◎ 58 Ｓ36 奥　 正夫 不達

5 Ｓ26 水谷 昌史 ○ ◎ ◎ 59 Ｓ36 加藤 維希夫 ○ ◎ ◎

6 Ｓ28 稲井 新郎 ◎ 60 Ｓ36 松本 光之助 ○

7 Ｓ28 田尻 弘 61 Ｓ36 横山 　隆 ◎ ◎

8 Ｓ28 吉岡 悠 ○ ◎ ◎ 62 Ｓ37 池田 晴充 ◎ ◎

9 Ｓ29 梅本　顕 ◎ 63 Ｓ37 市川喜代始 ○ ◎

10 Ｓ29 時岡嘉一郎 ○ ◎ 64 Ｓ37 岩坪 正光 ▲ ◎

11 Ｓ30 井上 治彦 不達 65 Ｓ37 奥山 正夫 ◎

12 Ｓ31 井尻 三郎 66 Ｓ37 川崎 登也 ◎ ◎

13 Ｓ31 岡野 志郎 ◎ 67 Ｓ37 阪口 文雄 ○ ◎ ◎

14 Ｓ31 小倉　昭 68 Ｓ37 柴田 二三男 ○

15 Ｓ31 北川 全應 69 Ｓ37 高井 禎之 ○ ◎ ◎

16 Ｓ31 上妻 喜久男 不達 70 Ｓ37 福西 興至 ○

17 Ｓ31 小阪 能一 ○ 71 Ｓ37 三崎 　歩 ○ ◎

18 Ｓ31 中山 茂 ◎ ◎ 72 Ｓ37 山崎 治忠 ○ ◎ ◎

19 Ｓ31 安田 　功 ○ ◎ 73 Ｓ37 山中 寛城 ○

20 Ｓ31 湯川 謙吉 ◎ ◎ 74 Ｓ38 伊東 慶明 不達

21 Ｓ31 和田　 弘 ○ ◎ ◎ 75 Ｓ38 小畠   堯 ○ ◎ ◎

22 Ｓ32 太田 迪夫 ○ ◎ 76 Ｓ38 小柳 健一 ○

23 Ｓ32 坂井 武司 ○ ◎ ◎ 77 Ｓ38 中東 弘三 ○ ◎ ◎

24 Ｓ32 阪田 昭藏 ○ ◎ ◎ 78 Ｓ38 橋本 清 ○ ◎

25 Ｓ32 塩路　 貴 79 Ｓ38 早貸 正幸 ○ ◎ ◎

26 Ｓ32 原 　　栄 ○ 80 Ｓ38 廣瀬 良樹 ○ ◎ ◎

27 Ｓ33 阿部　弘 ◎ 81 Ｓ38 三河 明義 不達

28 Ｓ33 井上 雅雄 ○ ◎ ◎ 82 Ｓ38 森本 國宏 ○

29 Ｓ33 佐々木 晶一 ○ ◎ ◎ 83 Ｓ38 渡辺 勝彦 ○ ◎ ◎

30 Ｓ33 佐々木 忠夫 ◎ ◎ 84 Ｓ39 浅井 敬造 ○

31 Ｓ33 平井 雅夫 ○ ◎ ◎ 85 Ｓ39 雨宮 邦夫 ○ ◎ ◎

32 Ｓ33 菱田 三郎 ◎ ◎ 86 Ｓ39 今田 邦彦 ○ ◎

33 Ｓ33 福田 雍弘 ◎ ◎ 87 Ｓ39 田中 邦雄 不達

34 Ｓ34 大多和 正己 88 Ｓ39 森下 公雄 ▲ ◎ ◎

35 Ｓ34 後藤 芳弘 ○ ◎ ◎ 89 Ｓ40 鈴木 允子 ◎ ◎

36 Ｓ34 佐藤 忠孝 ○ ◎ ◎ 90 Ｓ40 田中 興一 ○ ◎ ◎

37 Ｓ34 高瀬 　進 ◎ 91 Ｓ40 内藤　 隆 不達 ◎ ◎

38 Ｓ34 萩原 章司 ◎ 92 Ｓ40 安田 恵一 ○ ◎ ◎

39 Ｓ34 間　 照夫 ◎ ◎ 93 Ｓ41 梶原 俊明 不達

40 Ｓ34 甫天 正靖 不達 ◎ 94 Ｓ41 中尾 脩一

41 Ｓ34 松本 哲哉 95 Ｓ41 西岡 靖之 ○

42 Ｓ34 吉岡 泰男 不達 96 Ｓ41 吉岡 　啓 ○ ◎ ◎

43 Ｓ35 安部田 貞治 ○ ◎ ◎ 97 Ｓ41 和田 明紘 ○ ◎

44 Ｓ35 石部 信行 ○ 98 Ｓ42 梅木 弘道 ○ ◎ ◎

45 Ｓ35 衛藤 嘉孝 ○ ◎ ◎ 99 Ｓ42 北尾 三冶 ◎

46 Ｓ35 大西 雄一 ○ 100 Ｓ42 高井 貢 不達 ◎ ◎

47 Ｓ35 黒田 亘哉 ○ 101 Ｓ42 坂井 勝也 ◎ ◎

48 Ｓ35 鈴江　 登 ○ ◎ ◎ 102 Ｓ42 早藤 隆生 ◎

49 Ｓ35 園田 英雄 ○ ◎ 103 Ｓ42 横山 彰夫 〇 ◎ ◎

50 Ｓ35 中村 準市 ▲ 104 Ｓ43 今井 洋爾 〇 ◎ ◎

51 Ｓ35 林 　俊郎 ▲ ◎ ◎ 105 Ｓ43 鈴木 嘉樹 不達

52 Ｓ35 坂東 久平 ○ ◎ ◎ 106 Ｓ43 西村 悌二郎 〇 ◎ ◎

53 Ｓ35 法貴 英夫 ○ ◎ ◎ 107 Ｓ44 小谷 正夫 〇 ◎

54 Ｓ35 松岡 謙一郎 ○ ◎ ◎ 108 Ｓ44 藤本 昌則 〇 ◎

令和2年3月31日

▲は携帯メール　◎は会費納入済み

◎１８期まで前納
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会員名簿

卒業年度 氏名 メール ８期会費 ９期会費 卒業年度 氏名 メール ８期会費 ９期会費

109 Ｓ44 山平 知伸 ◎ ◎ 164 Ｓ50 松本　博 〇 ◎ ◎

110 Ｓ44 吉井 康浩 165 Ｓ50 水野 庸子 ◎ ◎

111 Ｓ45 飯塚 志保 〇 ◎ ◎ 166 Ｓ51 秋丸光嗣 ◎ ◎

112 Ｓ45 上田 善治 〇 167 Ｓ52 白井 文朗 〇 ◎

113 Ｓ45 後藤 幸平 〇 ◎ ◎ 168 Ｓ53 伊山 正三 〇 ◎ ◎

114 Ｓ45 佐藤和秀 ◎ 169 Ｓ53 高橋 伸和 〇

115 Ｓ45 竿山 重夫 170 Ｓ53 長井  寛彰

116 Ｓ45 坂本 修三 〇 ◎ 171 Ｓ53 西村 千佳子 〇

117 Ｓ45 嶋田 幸二郎 〇 ◎ ◎ 172 Ｓ53 藤村 知男 〇 ◎ ◎

118 Ｓ45 西村 元廣 〇 ◎ ◎ 173 Ｓ53 宮崎 義也 〇

119 Ｓ45 堀田 英志 〇 ◎ ◎ 174 Ｓ53 森川　滋明

120 Ｓ45 堀口 祐司 〇 ◎ ◎ 175 Ｓ53 山田 衛 不達

121 Ｓ45 南　憲次 ◎ 176 Ｓ54 柏原 俊博 〇

122 Ｓ45 米本公一 ◎ 177 Ｓ54 清水 多佳子 不達

123 Ｓ46 北尾 好隆 〇 178 Ｓ54 清水 穂積 ◎

124 Ｓ46 桑原 正樹 〇 ◎ ◎ 179 Ｓ54 土井 謙吾

125 Ｓ46 小柴 雅昭 〇 ◎ ◎ 180 Ｓ55 荒木 泰博 〇

126 Ｓ46 成見 和也 〇 181 Ｓ55 芝  泰清

127 Ｓ46 樋口 郁雄 〇 ◎ ◎ 182 Ｓ56 中野 峰夫 〇

128 Ｓ46 米田 久夫 〇 ◎ ◎ 183 Ｓ57 荻野  毅 〇

129 Ｓ47 大塚 滋 〇 184 Ｓ57 神野 友香子 〇 ◎ ◎

130 Ｓ47 菊井 順一 〇 ◎ 185 Ｓ57　　徳永 純子　　 ◎ ◎

131 Ｓ47 小島 將春 〇 186 Ｓ57 森　誠一

132 Ｓ47 小林 繁夫 〇 ◎ ◎ 187 Ｓ57 山根　純子 ◎ ◎

133 Ｓ47 角野 幹夫 〇 ◎ ◎ 188 Ｓ58 青木 伸治

134 Ｓ47 瀧本 哲雄 〇 ◎ ◎ 189 Ｓ58 岡 修也 〇

135 Ｓ47 田村 善弘 〇 ◎ 190 Ｓ59 垣田 直彦 〇 ◎ ◎

136 Ｓ47 福澤 佳計 〇 ◎ ◎ 191 Ｓ59 姫野 貴司 〇

137 Ｓ47 中村 妙子 〇 ◎ 192 Ｓ59 藤上 和久 〇 ◎

138 Ｓ47 山口 繁雄 〇 193 Ｓ59 宮原 雅彦 〇

139 Ｓ48 石田 泰和 〇 ◎ ◎ 194 Ｓ59 穴迫 康之 〇

140 Ｓ48 犬伏 康郎 〇 ◎ ◎ 195 Ｓ59 島田 太朗 〇

141 Ｓ48 丹羽   章 〇 196 Ｓ59 月縄賢一 ◎ ◎

142 Ｓ48 橋本 清保 〇 ◎ ◎ 197 Ｓ60 西内  誠

143 Ｓ48 服部 和正 〇 ◎ ◎ 198 Ｓ62 木村 由和

144 Ｓ48 山本　 博 〇 ◎ ◎ 199 Ｓ62 藤川 達志 〇

145 Ｓ48 和田 有功 200 Ｓ63   井藤 晶基　 〇

146 Ｓ49 大萩 成男 〇 ◎ ◎ 201 Ｓ63 川端 利香 〇

147 Ｓ49 西島 洋美 〇 ◎ 202 Ｓ63 原  彰宏 〇

148 Ｓ49 吉田 理郎 〇 203 ＴS1　　赤谷 宜樹　　 〇 ◎ ◎

149 Ｓ50 阿久根隆行 〇 ◎ ◎ 204 ＴS1 池上  俊

150 Ｓ50 石田 俊平 〇 ◎ 205 ＴS1  貝増 匡俊 〇

151 Ｓ50 伊藤 青史 〇 ◎ 206 ＴS2 阪上 智子 不達

152 Ｓ50 小沢 七洋 不達 207 ＴS4 中谷 昭彦 〇

153 Ｓ50 木下 修治 〇 ◎ ◎ 208 ＴS5 中村 誠一 〇 ◎

154 Ｓ50 熊見 孝彦 〇 ◎ ◎ 209 ＴS6 東光 勝也 〇

155 Ｓ50 後藤 康博 〇 ◎ ◎

156 Ｓ50 柴岡 　浩 〇 ◎

157 Ｓ50 高野　良 〇

158 Ｓ50 寺澤 通隆 〇 ◎ ◎

159 Ｓ50 中川 順之 〇 ◎ ◎

160 Ｓ50 橋本 浩三 〇

161 Ｓ50 濱田 澄郎 〇

162 Ｓ50 松永　実 〇

163 Ｓ50 松原 美砂子 〇 ◎ ◎

会費納入にご協力の程、よろしくお願いいたします。

会誌NO１１　 P３４



 

 

編集後記 

   色染物質会会誌第 1１号をお届け致します。 

編集を行っている段階では新型コロナウィルスが世界中に拡散し、リーマンショック

以上の世界経済の落ち込みも懸念されています。また、我々の総会も中止せざるを得な

い状況となり残念です。一刻も早い終息を祈念しています。 

事務局では皆様からのご投稿をお待ちしております。 

投稿された原稿は、時期が前後することもありますが、これからも順次掲載 

していきます。引き続き会員の皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

京都工芸繊維大学色染物質会事務局 

〒661-0035 尼崎市武庫之荘 5-44-15 

TEL   06-6431-2468 

MAIL  y-i@syd.odn.ne.jp 

URL   http:/www.matugasaki.com 

色染物質会 会長代行 犬伏 康郎 


