
1 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

いつも学友会の活動にご支援ご協力いただきありがとうございます。 

 

― インフォメーション － 

【１】トピックス 

（１）KUC 8 月イベント及び懇親会案内 

（２）空手道部の堀庭裕平選手が「2018 FISU 世界大学空手道選手権大会 in 神 

戸」で優勝 

【２】お知らせ 

（１）神戸大学先端バイオ工学研究センターを設置 

（２）「第 3回北京外国語大学・神戸大学国際共同研究拠点シンポジウム」を開催  

【３】研究ニュース 

 （１）「浮きイネ」の仕組みと起源を解明！ ～洪水で沈んでも背を伸ばして生き延

びる～ 

（２）宇宙ガンマ線観測の 100 倍高解像度化を狙うエマルション望遠鏡の性能検証

を実施 ―気球実験が成功，データ解析へ― 

（３）小児の慢性腎疾患発症のリスクに関わる遺伝子 ―小児ステロイド感受性ネ

フローゼ症候群の疾患感受性遺伝子の HLA ハプロタイプを同定 ― 

（４）うつ病における脳内炎症の役割の一端を解明 

（５）管腔臓器の長さと太さが決まる仕組みを解明 －筋肉と軟骨が気管のサイズ

を決定していた－ 

 

 

【１】トピックス 

（１）神戸大学クラブ(ＫＵＣ)主催 8月イベント及び懇親会案内 

本年は神戸港開港満１５０年に当たりますが，神戸は日本のジャズ発祥地とさ

れておりますので，今回のＫＵＣ８月のイベントはジャズ・クラリネット奏者の

滝川雅弘氏を招き，スイングジャズからモダンジャズのコンサートと懇親会を実

施いたします。 

滝川雅弘氏は，大阪教育大学特設音楽科卒業後，一時教職に就かれましたが，

ジャズへの情熱捨てがたくジャズ・クラリネット奏者の道を歩み，関西を代表す

るジャズ・クラリネット奏者として活躍されております。 

なお，今回はＫＵＣにおける若手の会（若者サロン）の設立に向けて，通常会

費 4,000 円（ビジター5,000 円）のところ，平成卒の参加費を 2,000 円としてお

ります。 

神戸大学学友会ニュースレター 
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   皆様の多数のご参加をお待ちいたしております。 

記 

１．日 時  平成３０年８月３０日(木) 18：30～20：30 

２．場 所  湊川神社・楠公会館  ＴＥＬ：078-371-0005 

３．内 容  ジャズ演奏 18：30～19：00，20：00～20：30 

        出演  滝川雅弘氏（クラリネット） 

            大野こうじ氏（ギター） 

            石川翔太氏（ベース） 

            佐藤英宜氏（ドラム） 

     懇親会 19：00～20：00 

４．会 費  ＫＵＣ会員 4,000 円 ビジター 5,000 円 平成卒 2,000 円 

  ※会員には，大阪凌霜クラブ，東京六甲クラブの会員の方を含みます。 

 

５．ジャズコンサート案内チラシ 別紙（PDF ファイル） 

 

詳細，申し込みなど詳しくは下記をご覧ください。 

（申し込み締め切り 8月 20 日） 

 

神戸大学クラブ HP 

（http://home.kobe-u.com/kobe/event/index.html#180329） 

 

（２）空手道部の堀庭裕平選手が「2018 FISU 世界大学空手道選手権大会 in 神戸」

で優勝しました 

本学空手道部の堀庭裕平選手が，「2018 FISU 世界大学空手道選手権大会 in 

神戸(THE 2018 FISU WORLD UNIVERSITY KARATE CHAMPIONSHIP)」の男子個人形で

優勝しました。 

 

堀庭裕平選手のコメント： 

 神戸で開催される世界学生とい

うこともあり，この大会にかける

思いはとても強かったので，優勝

することができて本当に嬉しいで

す。何度も挫折しそうになりまし

たが，たくさんの方々が支えてく

れたのでここまでやってこれまし

た。ありがとうございます。 

 この感謝の気持ちを忘れず，オ

リンピック出場という目標に向か

ってこれからも精進していきま

す。  

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_07_27_01.html） 
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【２】お知らせ 

（１）神戸大学先端バイオ工学研究センターを設置しました 

神戸大学は平成 30年 7月 1日，基幹研究推進組織として「先端バイオ工学研究

センター」を設置しました。 

バイオテクノロジーを利用して様々な有用物質を生産するバイオプロダクショ

ンの研究や，その基盤を支える先端技術は，国際的に提唱されているバイオエコ

ノミーへの期待と相まって世界的に激しい開発競争が繰り広げられており，各国

において大型研究開発拠点の整備が行われています。本研究センターの設置は，

国内の中核機関として，当該分野の研究で世界をリードしていく上で，極めて重

要なものとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_07_13_03.html） 

 

（２）「第 3回北京外国語大学・神戸大学国際共同研究拠点シンポジウム」を開催しま

した 

7月 7日，神戸大学は，北京外国語大学（中国）において「第 3回北京外国語大

学・神戸大学国際共同研究拠点シンポジウム」を開催しました。 

本シンポジウムは，神戸大学・北京外国語大学国際共同研究拠点の活動の一環

として，国際共同研究を推進することを目的として開催されたものです。北京外

国語大学とは，2008 年 11 月 3日に大学間学術交流協定を締結し，人文学研究科，

経済学研究科とダブル・ディグリープログラムを締結するなど緊密な関係にあり

ます。また，北京外国語大学の協力により，2017 年 12 月に北京日本学研究センタ

ー内に本学中国事務所が設置され，密接な交流が行われています。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_07_17_01.html） 
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【３】研究ニュース 

 （１）「浮きイネ」の仕組みと起源を解明！ ～洪水で沈んでも背を伸ばして生き延び

る～ 

東北大学 生命科学研究科 黒羽 剛 助教，名古屋大学生物機能開発利用研究セ

ンター 芦苅基行 教授らの共同研

究グループは，洪水に適応し，背丈

を急激に伸長させて生き延びるこ

とができる「浮きイネ」を制御する

鍵遺伝子を発見し，その分子機構と

起源を明らかにしました。 

本研究成果によって，長期間，洪

水が続いても生存可能なイネ品種

の開発や，環境に応じてイネの背丈

を人為的に制御する技術の確立が

期待されます。 

この研究成果は，平成 30 年 7 月

13 日付（日本時間 3 時）の米国科

学雑誌「Science」オンライン版に

掲載されました。 

参考図：水没に対する浮きイネの草丈 

の伸長 (名古屋大より提供) 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_07_13_01.html） 

 

（２）宇宙ガンマ線観測の 100 倍高解像度化を狙うエマルション望遠鏡の性能検証を

実施 ―気球実験が成功，データ解析へ― 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科・青木茂樹教授，高橋覚特命助教，名古屋

大学大学院理学研究科・六條宏紀研究員らの研究グループは，世界最高角度分解

能，世界初偏光感度，世界最大口径面積を有するエマルション望遠鏡による宇宙

高エネルギーガンマ線（※1）精密観測実験 GRAINE 計画(代表: 青木茂樹)を進め

る中で，望遠鏡の総合的な性能実証を目指した 2018 年オーストラリア気球実験

（※2）を成し遂げました。 

本実験の達成について，7 月 17 日（火）に，国際宇宙科学会議 COSPAR(アメリ

カカリフォルニア州パサデナで7月14日から22日まで開催)においてに発表しま

した。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_07_17_02.html） 

 

（３）小児の慢性腎疾患発症のリスクに関わる遺伝子 ―小児ステロイド感受性ネフロ

ーゼ症候群の疾患感受性遺伝子の HLA ハプロタイプを同定 ― 

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野の飯島一誠教授，野津寛大

准教授，大学院博士課程の堀之内智子大学院生，東京大学大学院医学系研究科人

類遺伝学分野の徳永勝士教授，人見祐基助教，大学院博士課程の Jia Xiaoyuan 大
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学院生と東北大学東北メデイカル・メガバンク機構の長崎正朗教授，河合洋介講

師（現在は東京大学大学院医学系研究科人類遺伝学分野特任助教）らの研究グル

ープは，日本人の小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群患者のゲノムを解析し，

疾患感受性遺伝子が HLA-DR/DQ 領域に存在することを見出し，小児ネフローゼ症

候群の発症と最も関連の強い HLA リスクハプロタイプを同定しました。この研究

成果によって，小児ネフローゼ症候群の発症機序の解明が期待されます。 

この研究成果は，2018 年 7 月 16 日午後 5 時（米国東部時間）に，国際科学誌

「Journal of the American Society of Nephrology」にオンライン公開されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群の発症機序仮説 

小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群の大半は多因子疾患であり， 

疾患感受性の高い（遺伝子を持つ）子どもに感染症や虫刺されなどの 

免疫学的な刺激が加わることによって発症すると考えられています。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_07_17_01.html） 

 

（４）うつ病における脳内炎症の役割の一端を解明 

神戸大学医学研究科の古屋敷智之教授，北岡志保助教らの研究グループは，京

都大学医学研究科の成宮周特任教授らとの共同研究により，ストレスによる抑う

つの誘導に自然免疫系による脳内炎症が重要であることを発見しました。本研究

成果は，うつ病の病態に脳内炎症による神経細胞の機能変化が重要であることを

示唆しており，自然免疫分子を標的とした新たな抗うつ薬の開発につながる可能

性を提示しています。 

この研究成果は，7月 20 日に米国学術雑誌「Neuron」にオンライン掲載されま

した。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_07_20_01.html） 
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（５）管腔臓器の長さと太さが決まる仕組みを解明 －筋肉と軟骨が気管のサイズを決

定していた－ 

理化学研究所（理研）生命機能科学研究センター呼吸器形成研究チームの森本

充チームリーダー，岸本圭史研究員，バイオリソース研究センターの田村勝チー

ムリーダー，神戸大学大学院医学研究科の南康博教授，西田満准教授らの共同研

究チーム※は，気管[1]など管状の臓器（管腔臓器）が正しい形へと発生する仕組

みをマウスで明らかにしました。 

本研究成果は臓器形成の基本原理を説明するとともに，再生臓器の成形技術へ

の応用や，先天性気管狭窄症[2]などの病態の理解にもつながると期待できます。 

本研究成果は英国のオンライン科学雑誌『Nature Communications』（7月 19 日

付）に掲載されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_07_26_01.html） 

 

 

 

★「KU-Net」からのお知らせ 

「神戸大学コミュニティネットワーク(KU-Net)」に在学生の登録が増えてきています。 

ネットワークを通じて卒業生と在学生が連絡を取り合える機能を有していますので，

卒業生のみなさまも，奮って登録をお願いいたします。 

登録いただく折，又は登録内容の更新の際に「OB・OG 訪問」受付可能とすることによ

り在学生との交流が可能となります。 

在学生にとって，先輩である卒業生の皆様との接点はとても貴重なものです。もし，

OB・OG 訪問を受けていただける方は，KU-Net ログイン後，利用設定の「OB・OG 訪問を受

ける」にチェックし，保存すると設定完了となります。 

詳しくは，神戸大学コミュニティネットワークホームページ 

(http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/)でお知らせしています。 

 

 

★学友会のホームページ 

（https://www.kobe-u.com/alumni/） 

 

 

■無断での転載，再配布を禁止します。 

(支部所属の会員の皆様にもお知らせください)  

神戸大学学友会事務局 

657-8501 神戸市灘区六甲台町１-１ 

      神戸大学企画部卒業生･基金課内 

          TEL 078-803-5042  FAX 078-803-5024 

E-mail:plan-gakuyukai@office.kobe-u.ac.jp   
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