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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）神戸大学発ベンチャー「バイオパレット社」と米国「Beam Therapeutics 社」 

がゲノム編集技術に関する独占的クロスライセンス契約を締結 

（２）「凌霜三四会」から神戸大学基金に寄附をいただきました 

（３）トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム(第 11 期)に神戸大学から４名が 

採用 

（４）神戸大学医学部附属病院が「救命救急センター」を開設 

（５）神戸大学発ベンチャー企業が経済産業省のスタートアップ支援プログラム 

「J-Startup」に選定 

（６）神戸大学とアルフレッサファーマ株式会社が、放射線治療用吸収性組織スペ 

ーサ「ネスキープ」を開発  

 

【２】お知らせ 

（１）第 14回神戸大学七夕祭 

 （２）ダルムシュタット工科大学から訪問 

（３）International Staff Training Week 2019 を開催 

（４）天津医科大学と医療交流の推進に関する連携協定を締結 

（５）水谷理事が香港大学で講演 

（６）日本大使館主催の日本留学説明会（中国・北京）に参加 

（７）UK-Japan University Dialogue 2019 に参加 

（８）大連理工大学創立 70周年記念式典並びに大学学長国際フォーラムに参加 

 

【３】研究ニュース 

（１）網膜が光を感知する時、光受容タンパク質は瞬間的に集合していた 

（２）相手が知らない情報から、相手の感情の強さを誤って判断する「自己中心性

バイアス」 

（３）ハクサイの開花を制御するメカニズムを解明 

（４）地磁気逆転途中に冬の季節風が強化していた ―銀河宇宙線による地球の気

候への影響を証明― 

 

 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【１】トピックス 

（１）神戸大学発ベンチャー「バイオパレット社」と米国「Beam Therapeutics 社」

がゲノム編集技術に関する独占的クロスライセンス契約を締結 

西田敬二教授らの研究成果を事業化する神戸大学発ゲノム編集ベンチャー株

式会社バイオパレットは、米国マサチューセッツ州に本社を置く Beam 
Therapeutics Inc.と両社の持つ塩基編集技術（ゲノム編集技術）に関する独

占的クロスライセンス契約を締結しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.stin.kobe-u.ac.jp/info/2019_06_14_01.html） 

 

（２）「凌霜三四会」から神戸大学基金に寄附をいただきました 

神戸大学経済、経営、法学部の昭和 34年卒業生でつくる「凌霜三四会」か

ら、神戸大学基金に 120 万円の寄附をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_06_17_03.html） 

 

（３）トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム(第 11 期)に神戸大学から４名が 

採用 

6月 17 日に、「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表

プログラム～(第 11 期)」の選考結果が発表され、神戸大学から 4名の学生が

採用されました。第 11期は全国の大学等 260 校から 1,939 名の応募があり、

544 人が採用されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_06_24_01.html） 

 

（４）神戸大学医学部附属病院が「救命救急センター」を開設 

神戸大学医学部附属病院は、7月 1日(月)に 24 時間体制で対応する「救命救

急センター」を開設した。 

当院は、6月 14 日に、兵庫県から救命救急センターに指定されました。兵庫

県では、県立尼崎総合医療センターに次いで 11番目、神戸市では 3施設目と

なります。 

 

http://www.stin.kobe-u.ac.jp/info/2019_06_14_01.html
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【２】お知らせ 

（１）第 14回神戸大学七夕祭 

「神戸大学七夕祭」は、毎年 7月に神戸大学のキャンパスを使って開催される

夏祭りで、今年で 14回目の開催を迎えます。 

今年度のテーマは「忘れられない体

験を」。ステージパフォーマンスや露

店の熱狂、キャンドルで彩られたキャ

ンパスの幻想的空間など、普段のキャ

ンパスでは味わえない体験をお楽し

みいただけます。 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2019_07_07_01.html） 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_06_26_01.html） 

 

（５）神戸大学発ベンチャー企業が経済産業省のスタートアップ支援プログラム

「J-Startup」に選定 

数理データサイエンスセンターの木村建次郎教授が創業した、神戸大学発ベ

ンチャー企業「株式会社 Integral Geometry Science」が、経済産業省が推進

する官民によるスタートアップ企業の育成支援プログラム「J-Startup」の対

象企業に選定されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-

u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2019_06_27_02.html） 

 

（６）神戸大学とアルフレッサファーマ株式会社が、放射線治療用吸収性組織スペ

ーサ「ネスキープ」を開発 

神戸大学大学院医学研究科 肝胆膵外科学分野の福本巧教授、放射線腫瘍分

野の佐々木良平教授らと、アルフレッサファーマ株式会社は、放射線治療用吸

収性組織スペーサ「ネスキープ」の開発に成功しました。腹部もしくは骨盤部

の悪性腫瘍の患者のうち、腫瘍が腸管などの正常組織に近接していることが原

因で根治的な粒子線治療が困難な患者に対し、手術で腫瘍と正常組織の間に

「ネスキープ」を留置して組織間の間隙を確保することで、粒子線治療を実施

可能にします。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-

u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/2019_06_27_01.html） 
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（２）ダルムシュタット工科大学から訪問 

6 月 7 日、ダルムシュタット工科大学のハンス・ユルゲン・プレメル（Hans 

Jürgen Prömel）学長一行が武田廣学長を表敬訪問しました。懇談には、同大学

のイサベレ・ハーブレヒト（Isabelle Harbrecht）同済大学リエゾンオフィス

長、ピア・シュミット（Pia Schmitt）国際関係交流課副課長、本学からは、吉

井昌彦国際担当理事、冨山明男工学研究科教授、浅野等工学研究科教授が同席

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_06_17_02.html） 

 

（３）International Staff Training Week 2019 を開催 

6月 10 日-14 日に、神戸大学にて International Staff Training Week 2019

を開催しました。本プログラムは、神戸大学の国際交流拡充のため、海外協定校

の国際業務担当者を対象に、神戸大学の国際化に対する取り組みを紹介するため

に開催したものです。アジアからはタイや韓国から、ヨーロッパからはドイツ、

フランス、ポーランドから 8名の職員が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_06_17_04.html） 

 

（４）天津医科大学と医療交流の推進に関する連携協定を締結 

このたび神戸大学と、中国の天津医科大学は医療分野における交流推進に関す

る連携協定を締結いたしました。 

今後、本協定に基づく両大学の連携・交流促進により、先進的医療の共同研究
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の推進や教職などの交流等を通じて、両大学の医療技術の向上を目指していきま

す。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_06_17_01.html） 

 

（５）水谷理事が香港大学で講演 

5月 30 日、水谷文俊理事・総括副学長が、香港大学において開催された香港

アジア研究会フォーラム「International Forum: Cultural Power, Business 

and Creative Industries in East Asia」に参加し基調講演を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_06_18_01.html） 

 

（６）日本大使館主催の日本留学説明会（中国・北京）に参加 

5月 29 日・30 日、本学は北京外国語大学（中国・北京）で開催された日本留

学説明会に参加しました。 

本説明会は、日本大使館が主催し、2020 年度日本政府国費留学生奨学金（博

士後期課程）の面接試験に合わせて行われたものであり、日本からは 17 の大

学・機関が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_06_21_02.html） 
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（７）UK-Japan University Dialogue 2019 に参加 

6月 12 日-14 日、吉井昌彦理事(国際担当)が英国・ロンドンで開催された国立

大学協会・英国大学協会主催の UK-Japan University Dialogue 2019 に出席しま

した。 

同会議は、日英双方の大学長が一堂に会し、共通の課題等について話し合うも

ので、12 日は、日本側 9国立大学、英国側 9大学が参加し、大学の地域・商業活

動、日英における国際研究交流状況、学生交換などをテーマに取り上げ、活発な

意見交換が行われました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_06_20_01.html） 

 

（８）大連理工大学創立 70周年記念式典並びに大学学長国際フォーラムに参加 

6月 15 日-16 日、吉井昌彦国際担当理事と胡云芳中国事務所長が、大連理工大

学創立 70 周年記念式典に参加しました。同式典には、多数の日本の大学をはじ

め、イギリス、オーストラリア、中国などの百以上の大学・研究機関の大学学長・

代表者が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_06_24_02.html） 

 

【３】研究ニュース 

（１）網膜が光を感知する時、光受容タンパク質は瞬間的に集合していた 

神戸大学大学院理学研究科の林文夫名誉教授らは、光受容タンパク質ロドプシ

ンが網膜の円板膜内で一過性のクラスターを形成することを近赤外波長での単

一分子追跡で明らかにしました。また、この一過性のクラスターは円板膜中央部
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に偏って分布し、G タンパク質シグナル伝達のための確率的プラットフォームを

提供することを見出しました。 

本研究成果は光信号受容の分子機構解明だけでなく、視細胞の形成･維持･病変

の理解にも寄与すると期待されます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_06_14_01.html） 

 

（２）相手が知らない情報から、相手の感情の強さを誤って判断する「自己中心性バイ

アス」 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の林 創 (はやし はじむ) 准教授らは、

小学生のみならず、高校生や大人においても、「自分だけが知っている情報」に左

右されて、他者の感情の強さを歪めて判断してしまう場合があることを明らかに

しました。この知見は、より円滑なコミュニケーションを行ったり、他者を助け

るといった社会的な行動を促進する上で、見逃しやすい点であり、有用な情報と

なると考えられます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_06_24_01.html） 

 

（３）ハクサイの開花を制御するメカニズムを解明 

神戸大学大学院農学研究科の西田菜美子さん (博士前期課程2年) と新潟大学

大学院自然科学研究科のシェイ ダニエルさん (研究支援者) らは、ハクサイに

おいて一定期間の低温処理によって発現が誘導される RNA のうち、長鎖非コード

RNA (lncRNA)を網羅的に同定することに成功しました。同定した lncRNA の中に

は、同じアブラナ科のシロイヌナズナ (モデル植物) の開花制御を担う lncRNA

と類似性がなく、ハクサイの春化メカニズムには独自の分子メカニズムが存在す

る可能性が示されました。今後、アブラナ科野菜の品種育成への貢献が期待され

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/2019_06_28_02.html） 

 

（４）地磁気逆転途中に冬の季節風が強化していた―銀河宇宙線による地球の気候へ

の影響を証明― 

宇宙から飛来する高エネルギー粒子 (銀河宇宙線) には、雲の生成を誘起して

雲量を増加させ、雲の日傘効果で気候にも影響を及ぼす可能性が示唆されていま

した。 

今回、神戸大学内海域環境教育研究センターの兵頭政幸教授らの研究グループ

は、銀河宇宙線が増加した 78 万年前の地磁気逆転途中に、雲の日傘効果がシベ

リア高気圧を強化して、冬の季節風が強まった証拠を世界で初めて見つけました。

このことは、銀河宇宙線が地球の気候変動に影響する証明となるものです。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_06_28_01.html） 
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★「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   

http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/
https://www.kobe-u.com/alumni/

