
 
 

 

1 

一般社団法人 生命科学文化推進機構 ライサイカルネットワーク会報 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理事長 

 

No. 8 (2022.4) 
 

Contents 

￮  理事⻑ご挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・早川あけみ・・・ 2 
￮  会員の皆様に伝えたい 〜ライサエッセイ〜 
              ⽣命科学⽂化推進機構の 10 年⽬として              松本義也・・・・2, 3 
           パーソナルドア ―就労継続⽀援 B 型事業所―   榊間勝利・・・・3, 4 
           介護は聖業                                                                    ⼩泉利治・・・・4 
￮  会員で繋ぐ                    〜ライサコラム〜   
          パソコンとの出会いと今                     吉森篤史・・・・5 
          薬膳鍋 Noah'ｓArk（ノザ―ク）          ⼩野功美⼦・・・5, 6 
￮  Liscicul Cafe「私と趣味」 
          宇宙と海と⼤地のハーモニー                                    中嶋啓雄・・・・6, 7 
          ブラジリアン柔術                                                  箭内健幸・・・・7 
￮  編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  鈴⽊治彦・・・・8 
 



 
 

 

2 

 

 

理事長ご挨拶 
一般社団法人生命科学文化推進機構 

理事長  早川あけみ

僭越ではございますが当法⼈を代表して会員
の皆様にご挨拶申し上げます。 

この度、⽣命科学⽂化推進機構のニュースレ
ター第８号を発刊するにあたり関係者の皆様に⼼
より感謝いたします。今年も新たなコロナウイル
ス（変異オミクロン株）の感染拡⼤が世界中で収
束が⾒えず混沌とした情況下に⼈々は苦悩しなが
ら⾏動変容を余儀なくされています。コロナ渦で
はデジタル化が急速に進み、社会⽣活にさらに利
便性が加速され、近い将来はメタバース（仮想空
間）の応⽤が期待されます。しかし、コロナ渦に
おいて、独居者や⾼齢者は⼈との対⾯の交流が希
薄になり認知機能の低下や精神疾患が危惧され、
⼀刻も早く⼼のケア対策に取り組むことが必須と
思われます。 

さて、⽣命科学⽂化推進機構（ライサ）は今年
で設⽴１０周年を迎えますが設⽴当初は５年を継
続する想いで動きました。その願いが叶い、設⽴
５周年記念講演会を名古屋で盛会裡に終える事が
でき、その後も関係者の⽅々のご協⼒を得ながら
健康⽂化フォーラム及びアカデミア講座を開催す
る事ができました。更にライサ設⽴以来より現在
に⾄る迄、ライサ活動に関する情報をホームペー
ジで発信され、ライサ会員向けのニュースレター
も継続されています。 

設⽴１０年の節⽬にあたり紙⾯をお借りし、役
員の皆様並びに会員の皆様のお⼒添えの賜物と⼼
よりお礼を申し上げます。 
我が国は科学や医療の進歩で⼈⽣百年時代とな

り、個⼈のライフスタイルが問われる中、あるテ
レビ番組で若い評論家が⽈く「年齢はラベルに捉

えます」に共感しポジティブ思考の⽣き⽅を再認
識しました。（苦笑）⻑寿社会を⽣き抜く為に理
想を掲げ、厳しき時代を多様な挑戦として、今出
来る事をやり遂げ愉快な⼈⽣を⽬指し歩み続けな
がら、当法⼈ライサの理念とする科学と⽂化を融
合した研究開発の成果を社会に貢献する事を⽬標
に精進したく存じます。 
冬空に美しく輪をなす渉り⿃を眺め、不透明な

現代社会を⽣き抜く糧として、「何事にも諦めず
感性と個性を活かせる⼒」を発揮して頂き、きら
り輝く⼈⽣を謳歌されますよう、⼼より祈念いた
します。本年も何卒、ご指導、ご鞭撻を賜ります
よう、宜しくお願い申し上げます。 

     
令和４年２⽉吉⽇   

 -*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*- 

会員の皆様に伝えたい  〜ライサエッセイ〜 

 
「生命科学文化推進機構の 10 年目として」 

当法人理事 松本義也

早川あけみ先⽣を理事⻑として活動を始めた
「⽣命科学⽂化推進機構（ライサ）」が、役員・
評議員をはじめ皆様のご活躍とご努⼒のお陰で、

今年で 10年⽬を迎えます。早川あけみ理事⻑の
ご尽⼒で、役員、会員への参加が増加しておりま
す。しかし、昨年に理事の⼟⾕敏雄先⽣がご逝去
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され、誠に残念です。⼼よりお悔やみ申し上げま
す。これまでありがとうございました。いつもの
会の後、皆と楽しそうにビールを飲んでおられた
のが懐かしく思い出されます。 

これまでの会で１番思い出深いのは、平成26年
2⽉23⽇に⼭⼝県⼭陽⼩野市で開かれた第１回健
康フォーラム「市⺠公開講座」です。その前⽇に
は評議員の⼩泉利治⼭⼝県議会議員⽒に、⼭⼝県
の幕末時の名所旧蹟を案内していただき（写真）、
夜には名酒「獺祭（だっさい）」をいただきまし
た。当⽇の会は中嶋啓雄理事と私の講演でした。
多数の⽅の参加をいただき、活発な意⾒交換があ
りました。会場の「きらら交流館」は「⽇本の⼣
陽 100 選」の周防灘を⼀望できる宿泊研修施設で
した。 
送られてくる毎号のライサの「news letter」の
内容を楽しみにしています。編集委員の鈴⽊治彦
先⽣や皆さんに感謝申しあげます。「news letter」
の表紙絵が毎号素晴らしく、神⽥秀喜評議員の伯
⽗様に御礼申し上げます。さらに、神⽥評議員に

はライサホームページの編集をありがとうござい
ます。昨年は新型コロナウイルス感染増加のため
に会を開くことができませんでした。今年はこの
ウイルスの早い感染収束を願い、皆さんと 10 周
年記念の会でお会い出来るのを楽しみにいたして
おります。 

 

「パーソナルドア ―就労継続支援 B 型事業所―」 
当法人評議員  榊間勝利 

 
会員の皆様、⼤変ご無沙汰しております。平

成 30年の健康⽂化フォーラムでは、治る癌と治
らない癌があるというよりも、⼈の寿命は決めら
れているという印象を外科医の経験からお話しし
ました。現在、このような⼒？により私は動かさ
れ事業を営んでいます。 
祖⽗が開墾した農業振興地域農地を後継した

⻑男の私は、中津川市でシイタケの菌床栽培を⾏
っています。今までの医療の経験を活かすべく職
員に⼆⼈の看護師を雇い就労継続⽀援B型事業所
として令和 2年 8⽉に認可をもらいました。パー
ソナルドア株式会社を設⽴したのが、その半年前
の 2 ⽉、初めて⽇本で新型コロナウイルス感染者
が報告された翌⽉でした。 

この地域では、事業所はまだ⾜りておらず利
⽤者の定員の 20⼈（1 ⽇の平均利⽤者数）は 1
年くらいで達成できるという話でした。しかし 1
年半経つ今、平均利⽤者数は 7⼈程度です。コロ
ナで 3密を避けなければならず、なかなか⾒学に
も来てもらえません。経理は利⽤者さん平均 13
⼈程度でトントンとなる計算ですが、とても苦し
い状況です。

したがって医師としての副業はかなり頑張ってい
ます。最終的にはどこの事業所でも 15-20⼈と利
⽤者さんは集まるようですので、それまでは⾟抱
します。年末年始も 1 ⽇も休まず 365⽇、職員や
利⽤者さんと共に働いています。利⽤者さんは難
病や障害などの理由で、⼀般就労が出来ない⼈が
対象ですが、必ずしも仕事ができないから⼀般就
労が出来ないわけでなく、⼀般の⼈より仕事が出
来てしまうのに相応しい評価がしてもらえないが
ために軋轢が⽣じてしまったのではと思わされる
ほど仕事熱⼼な⼈もいます。逆に今まで数⼗年引
きこもりの⼈が、パーソナルドアに来るようにな
って、楽しくて定期的に仕事に来られるようにな
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ったと感謝されたり、この事業を始めてよかった
と思っています。 

また、北海道原産の⽩樺のオガコが⼊った菌
床で育てるシイタケはおいしいと評判が良く豊⽥
市の公設市場を中⼼に好評発売中です。豊⽥、岡
崎、名古屋などのスーパー、デパートなどでも販
売されていますので、就労継続⽀援B型事業所パ
ーソナルドアのタックシールの貼った⽣シイタケ
を⾒かけた際は購⼊してみてください。味はご満
⾜いただけると思います。 

とは⾔え、個⼈的な時間が全く取れず、なか
なかライサイカルのミーティングにもしばらくは
参加できないかもしれません。また何かご協⼒で
きるように精進いたしますので、今後とも宜しく

お願い申し上げます。す

 
 

「介護は聖業」 
当法人評議員 小泉利治 

 ⼭⼝県の⼩泉利治と申します。 
3年前に⼭⼝県議会議員を勇退しました。その

後、第 2の⼈⽣をどのように過ごそうかと思慮し
ていたところに、宇部市内で整形外科医院の先⽣
から、介護施設を経営してみてはどうかとのお話
があり、県議会議員任期中に福祉施策について
様々な⾓度から取り組んでおり、何よりも地域社
会の恩返しとの思いでお受けしたところです。 
介護事業と申しましても広範囲にまたがり、

様々な業種があります。 
介護は家族の⽅々の負担軽減のみではなく、⾝
体状況を向上させて社会参加を図ることも求めら
れています。 

利⽤者様の社会参加を⼀歩でも進めるために
も、また介護費⽤が年々増加し、その負担が市⺠
にしわ寄せされている状況をみますと、その介護
医療費負担軽減にも寄与出来ることから、私はリ
ハビリを主としたデイサービスを選択しました。 

おかげさまで、創業以来 2年 3か⽉が経過した
ところですが順調に推移しています。 

ご利⽤者様の評判も⼤変好評をいただいている
ところでもあります。 
弊社について少し紹介したと思います。運営は
㈱エールとし事業所名は⾼齢者の⽅々に「エー

ル」を送るという意味
で、リハビリデイサー
ビス「エール」と名付
けました。 
内容は理学療法⼠ 2

名が個別のリハビリメ
ニューを作成し、⽬標
達成をサポートし、毎
⽉のリハビリ効果をデ
ータで分かりやすくお伝えしています。またレク
リエーション(創作活動等) 利⽤者様に⼼から楽し
んでいただけるよう、多様なレクリエーションを
⼤切にしています。  

利⽤者様が唯⼀楽しみにされている⾷事は栄養
⼠監修の美味しく健康的な「元気飯」をご提供し
ています。 
毎⽇平均 40名近くの⽅々が利⽤

され、スタッフも有資格者 26名で
⽀えております。これまで多くの優
秀な⼈材に恵まれて感謝いたしてい
るところです。 
介護は「聖業」との精神で、これ

からも地域に貢献する企業として推
進してまいります。

-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*- 
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     ライサコラム 
 
 

「パソコンとの出会いと今」 
ライサ会員 吉森篤史 

 
 はじめまして、ライサ会員の吉森と申します。
コンピュータで創薬を⽀援するベンチャー企業を
⽴ち上げて 18年になります。私とコンピュータ
の出会いは、⼩学 4年⽣の時に転校してきたM
君がもっていたパソコン PC-6001でした。当時
ファミコンが⼤ブームの中、ゲームは遊ぶだけで
はなく、パソコンがあれば⾃分でも作れることを
知りました。その後、新聞配達をしてパソコンを
⼿に⼊れた私は、家での時間のほとんどを、プロ
グラミングをして過ごしていました。⺟からは、
「テレビみたいな機械に毎⽇⽂字書いて何しよ
ん？変わった⼦やね。」と⾔われていました。 
しかしながら、今では、プログラミングは⼦供向
けの学習教室だけでなく、⼩学校でも授業に取り
⼊れられています。もうオタクの趣味ではないの
です。現在は、AI 技術などを組み込んだプログ
ラミングが簡単に出来る時代となっています。近
い将来、プログラミングに夢中になっている⼦供
たちが技術者/研究者となり、多くの新しい技術
を開発してくれると思います。また、その技術

が、医療や創薬における様々な問題の解決に活⽤
されることを期待しています。私もコンピュータ
を通して、少しでも創薬に貢献できるよう、これ
からも努めたいと思っています。 

 
 

「薬膳鍋 Noah’s Ark（ノザーク）」 
ライサ会員 小野功美子 

 
 愛知県名古屋市本⼭にて薬膳漢⽅鍋を営んでお
ります、Noah'ｓArk（ノザ―ク）です。 
 ３年ほど前に、三重県津市で薬局＆カフェを経
営のなつめ薬局藤⽥恵美⼦さんより早川先⽣をご
紹介していただき、ライサについてのお話を聞き
⼊会させていただきました。  
 当店は、４年前に開店いたしました。OPEN
当初はなかなかお客様に来ていただけず、厳しい
状況でした。そんな中、寒くなってくる時期でも
ありお鍋を始めようと思い、以前から気になって
いた『四物湯スープ鍋』の開発を始める事といた
しました。 

 四物湯とは漢⽅（当帰・芍薬・川芎・地⻩）の
4 種類が四物湯で、漢⽅薬として販売または病院
などで処⽅してくださいます。 
 効能としては、特に⼥性に良い⽣理痛・⽣理緩
和・更年期障害・冷え性・貧⾎・疲労回復等に良
いです。 
 召しあがっていただくと良く分かっていただけ
るかと思いますが、⾝体が芯からポカポカとして
きます。また、とても⾎を補いますので貧⾎改善
いたします。 
 漢⽅スープですので、不味い！苦い！が頭に浮
かぶかと思いますが、全くそのような味はせず、

会員でつなぐ 
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皆様美味しい！とおっしゃっていただておりま
す。 
 この味にたどり着くまで試⾏錯誤いたしまし
た。友⼈に⾷べてもらったりし、ダメだしも多く
とにかく必死でした。 
 その後、もう⼀つのお鍋『⼗全⼤補湯スープ』
を始める事となりました。 
⼗全⼤補湯は漢⽅（当帰・芍薬・川芎・地⻩・党
⼈・⻩耆・茯苓・⽩朮・⽢草⼭薬）の 10種類で
す。効能としては、滋養強壮・疲労回復・免疫⼒
アップ・病中・病後冷え性・貧⾎等に良いです。 
こちらも四物湯スープ同様、とても美味しく召し
あがっていただけます。 
 コロナ禍という事もございますが、近年は年齢
関係なく健康に気を掛ける⽅が⾮常に多く、当店
のお客様殆どの⽅がこのスープを求めて定期的に
お越しくださってます。 

 ⼈は美味しい物を⼝にした時⽬が輝き、そして
私は、お客
様の美味し
い！の⼀⾔
に喜びを感
じ、このス
ープに出逢
えたことに
感謝をして
おります。 
 これから
も、感謝の
気持ちを忘
れず、⽇々
精進してま
いります。

 -*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*- 

Liscicul cafe 
私と趣味 

 

「宇宙と海と大地のハーモニー」            当法人理事 中嶋啓雄 
 

コロナ禍もあって、ライサ会員の皆様、お久し
ぶりです。さて、私は⽇々、乳腺外科医という激
務をこなしていますが、その隙間時間を使って以
下の３つの趣味（遊び？）を楽しんでいます。 
(1)：1 つ⽬は宇宙との遊びです。幼少の頃、「
アポロの⽉⾯着陸」という夢のような映像を TV
で観た瞬間から、⽉⾯や惑星の表⾯を⾒たいとい
う欲求に取りつかれ、学業の成績と引き換えに「
120mmの反射望遠鏡」を買ってもらいました。

今と違って望遠鏡以外は全て組み⽴てで、惑星の
位置も星座年表を⾒ながら探しました。⼩学⽣な
のに毎⽇夜中の 1-2 時頃まで⼟星や⽊星の美しい
模様を堪能し、遠い未来の宇宙旅⾏を想像したの
が鮮明に蘇ります。その当時に撮影した写真の 1
枚が（A）です 
(2)：次は海です。医学部⼊学時に「琵琶湖のハ
ーバー」に連れていかれたのが事の始まりでした
。470級という「Olympic」でも伝統のある「レ
ースディンギー」に乗せられました。2枚の⽩い
sailと「スピン」という派⼿な sailの３枚を巧み
に操り⾵さえあれば、⾞同様、どの⽅向にも快速
に海⾯をすべるのには驚き、気が付いたら毎週⼟
⽇は、薄汚い「艇庫暮らし」に明け暮れ４年⽣の
時には学⽣インカレで上位に⼊賞するまで腕をあ
げました。ヨットは、体⼒はもちろん「⾃艇の装
備＋⾵＋海⾯・天候の状態」と、⾊んな状況を瞬
時に判断しながら広⼤な海で１番に goalを⽬指
す競技なので「海上の F1」とも称されます。  

(A) 
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写真（B）は、友⼈の持つ「24ftクルーザー」で
関空沖まで⾛らせた時の雄姿（？）です。 
(3)：これが曲者です。当時、「外科医」と⾔え
ば「ゴルフ」という時代だったので、「セット⼀

式」を購⼊して、⽉に１度は「コンペ」に連れて
いかれました。どんなスポーツでもそうですが、
下⼿くそでは嫌になります。今、始めてから 30
年以上になりますが、ようやく「100」をきるレ
ベルです。このスポーツも「基本のスイング＋道
具＋コース攻略法」の 3点が全てで、上達すれば
飽きない競技だと思います。 

こうして「宇宙・海・⼤地」と、それぞれに
関わる趣味やスポーツを何⼗年も嗜むと、⾃然界
の調和を時々感じます。ここで⾔う「調和」とは
、我々⼈間が苦しむことなく⽣きていけるバラン
スの良い「⾷と環境の提供」を意味します。この
先、どれだけ科学が進歩しても「この⾃然界のハ
ーモニー」を壊してはいけません。時間があれば
、皆さんも私とは違う視点から「⾃然界のハーモ
ニー」を感じて下さい。 

 
 
「ブラジリアン柔術」                  当法人評議員 箭内健幸 

 
私の趣味の⼀つにブラジリアン柔術という格

闘技があります。柔道のように道着を着て、⽴ち
技から始まり関節技や締め技によってギブアップ
を奪う競技です。寝技が中⼼で⾝体を使うチェス
に例えられたりします。グーグルの会社にも福利
厚⽣としてブラジリアン柔術を採⽤されたことも
有名です。打撃がないため、脳への影響がないし
⼀⽣涯楽しむことができます。ブラジルでは７０
歳の⽅も試合に出ていました。元々、私はプロレ
スが⼤好きで新⽇本プロレスに⼊団したいと考え
ていました。しかし、⼊団テストの条件（⾝⻑・
体重）が⾜らず断念。総合格闘技なら・・・とプ
ロになるべくキックボクシングや柔術、グラップ
リングと習っていましたが、柔術の楽しさに夢中
になり、柔術に専念しました。「本場で練習して
みたい」とバイトで貯めたお⾦でブラジルへ単⾝
修⾏を慣⾏しました。拳銃強盗にあったり、暴動
に巻き込まれたりと⾊々とありましたが⾮常に中
⾝が濃い経験をしました。朝昼晩と練習した成果
か、リオデジャネイロ州選⼿権で準優勝でき、世
界選⼿権では３回戦までいけました。帰国後、全
⽇本選⼿権、アジア選⼿権と優勝できました。そ
れまでは負け続けていたので、努⼒と努⼒の仕⽅
が⼤事なのだと実感できた瞬間でした。その後は
所属するジムでインストラクターを経験させてい

ただきました。そこで出会ったのが今の奥さんで
す。⼈⽣何が起こるかわかりませんが、努⼒と
様々な経験を進んで積むこと、これが重要なのだ
と柔術を通じて学ぶことが出来ました。コロナが
終息した暁にはまた競技を再開したいと思ってい
ます。 

 

(B) 
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編集後記 

 
今年も、ライサニュースレター第 8刊を無事

発⾏できましたことに⼤変安堵しております。
これまでご寄稿いただいた会員の皆様に、この
場を借りてお礼申し上げます。ライサは今年で
設⽴ 10周年を迎えますが、今号ではこれまで
会の運営に最も尽⼒されたお⼀⼈である松本義
也先⽣に、この 10年間を振り返っていただき
ました。その他の⽅々も皆、快く執筆をお引き
受けいただき誠にありがとうございました。 

世の中はまだまだコロナが蔓延しており、い
ろいろなところでON LINE化が進んでおりま
す。多くの学会の会誌やニュースレターもON 
LINE掲載のみとなりつつありますが、ライサ
のニュースレターはあえてその流れに逆らい、
「現物」を皆様にお届けいたしております。ど
うぞお⼿にとっていただき、「実際に⼿にでき
るもの」の良さを感じ取っていただきたいと存
じます。 

本号の表紙絵は会員の李宇さんの作品です。
なかなか良い雰囲気の出ている絵ではないでし
ょうか。 

            鈴⽊治彦

            

事務局だより

 

 

 

  ライサ設立 10 周年記念講演会のご案内 
 

日時：令和４年９月１８日（日）午後１時より 

 

場所：サイプレスガーデンホテル 

   （金山総合駅南口より３分） 

 

 

講演内容： 

京都大学医学部 教授 奥野恭史 

                    「スーパーコンピューター『富嶽』による新型コロナウイルス治療薬研究」 

名古屋大学 病院教授 水野正明                           

                            「人と AI が共存する健康医療社会の創生」 

日本大学医学部 教授 桜井裕幸                           

                            「肺がん外科治療のこれから-高齢化時代を迎えて-」 

元中部大学 特任教授 武田邦彦                           

                            「科学・文化と日本の将来」 

                           

 
 
 

一般社団法人 生命科学文化推進機構 事務局 
₸460-0024 名古屋市中区正木 4-11-8, 202 E-mail office@liscicul.or.jp 
 

令和 4年度総会（第９回定時総会・第１０回理事会・評議員会）:令和 4年 7月開催予定 

 ＊新型コロナウイルス感染の状況により昨年同様に文書案内で開催 

 
 


