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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）自動車部 OB会に学長感謝状を贈呈 

 （２）世界初！ 

ヒト iPS 細胞を用いた下垂体疾患モデル作製に成功し発症メカニズムを 

解明 

 

【２】お知らせ 

 （１）西オーストラリア大学から訪問 

（２）香港中文大学・深圳校から訪問 

 （３）グジャラート大学から訪問 

 （４）ダゴン大学から訪問 

 （５）武田学長が中国・上海を訪問 

 （６）精密機械研究開発センター（台湾 PMC）から訪問 

 （７）海洋底探査センターの大阪湾活断層調査が開始! 

 （８）カリフォルニア大学サンディエゴ校との第 2回全学交流シンポジウムを開催 

 

【３】イベント情報 

（１）計算社会科学研究センター西村和雄教授《瑞宝重光章》受章記念講演会 

（２）第 13回神戸大学留学生同窓会 in 東京 

 

【４】研究ニュース 

 （１）筋ジストロフィーに合併する心筋症発症のしくみを解明 

～心機能を改善する新しい治療法の道筋をひらく～ 

 （２）植物生理活性物質ストリゴラクトンの謎に迫るオロバンコール合成酵素の 

発見 

 （３）精神・神経変性疾患の治療に朗報！ 

～脳内の免疫細胞であるミクログリアが血液脳関門の機能を制御することを

発見～ 

 

【５】受賞等 

 （１）末次健司准教授が第 28回松下幸之助花の万博記念賞 松下幸之助記念奨励賞 

を受賞 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【１】トピックス 

 

【２】お知らせ 

 （１）西オーストラリア大学から訪問 

12 月 11 日、自然災害を学ぶ日本での Study Tour のため西オーストラリア大

学から学生 23名・教員 3名のグループが神戸大学工学研究科を訪れました。 

西オーストラリア大学はパースにキャンパスを所有する公立の総合大学で

す。神戸大学とは 2006 年に大学間学術交流協定を締結しており、交換留学や共

同研究など活発な交流が行われています。 

今回の訪問は、現在夏休み期間中である西オーストラリア大学で開講されて

いる集中コースの一環であり、日本で各都市を回り、自然災害をテーマにオー

ストラリアと日本の災害の違いや、日本の防災・減災の取り組みについて学ぶ

ためのものです。 

 （１）自動車部 OB会に学長感謝状を贈呈 

9月 14、15 日に開催された「2019 ラリー IN 丹波篠山」を成功に導くた

め、多大な尽力をされた神戸大学体育会自動車部 OB 会に、武田 廣学長から

感謝状が贈られました。 

2019 ラリー IN 丹波篠山」は、自動車部が主催し、TOYOTA GAZOO Racing 

Rally Challenge (2019・第 10 戦) との併催という形で、本学をはじめ、丹

波篠山市や神戸トヨペットの協賛のもとで開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_17_02.html） 

 

 （２）世界初！ 

ヒト iPS 細胞を用いた下垂体疾患モデル作製に成功し発症メカニズムを解明 

神戸大学大学院医学研究科の高橋 裕准教授、松本 隆作医学研究員、青井

貴之教授らの研究グループは、世界で初めて先天性下垂体形成不全の患者由

来の iPS 細胞を用いた下垂体疾患モデルを作製し、その発症メカニズムの解

明に成功しました。今後、他の下垂体疾患への応用と創薬が期待されます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_12_18_01.html） 
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○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_17_05.html） 

 

 （２）香港中文大学・深圳校から訪問 

12 月 3 日、香港中文大学・深圳校の朱 世平副学長一行が吉井 昌彦理事（国

際・評価担当）を表敬訪問しました。懇談には、本学から黄 磷アジア総合学術セ

ンター副センター長が同席しました。 

香港中文大学・深圳校は香港中文大学の分校として 2012 年に設立された高等

教育機関です。現在は、経営・経済学、理工学、人文・社会科学、生命・健康科

学、データ・意思決定解析学の 5学部から構成されており、さらに医学、音楽の

2学部を開設予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_17_01.html） 

 

 （３）グジャラート大学から訪問 

12 月 9日、Himanshu A. Pandya（ヒマンシュ・パンディヤ）グジャラート大学 

副学長一行が吉井 昌彦理事（国際・評価担当）を表敬訪問しました。 

 

グジャラート大学は、1949 年に設立されたインド・グジャラート州最大の公立
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大学で、同州の主要都市であるアーメダバード市に位置し、現在は 14 学部から

構成されています。また、2016 年には兵庫県とグジャラート州が経済等の分野に

おける相互協力に関する覚書を、2019 年には神戸市とアーメダバード市が経済交

流促進に関する意思確認書を締結し、経済分野を中心として交流を深めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_17_04.html） 

 

 （４）ダゴン大学から訪問 

12 月 16 日、ダゴン大学の Nu Nu Yi（ヌ・ヌ・イー）副学長一行が増本 浩子

副学長（国際連携・国際教育担当）を表敬訪問しました。懇談には、Mi Khin Saw 

Aung（ミ・キン・ソー・アウン）法学部長、Than Nwe（タン・ヌェ）ミャンマー

文化科学アカデミー理事ならびに本学からは、木村 幹アジア総合学術センター

長、金子 由芳国際協力研究科教授が同席しました。 

ダゴン大学は 1993 年に設立されたミャンマー最大級の国立大学で、同国最大

の都市ヤンゴンにキャンパスを構えており、20 の学部から構成され、約 23,000

人の正規生が在学しています。神戸大学では、金子教授が Mi Khin Saw Aung 法

学部長と共同で比較法研究を行うなど、研究者間での交流を図ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_18_01.html） 
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 （５）武田学長が中国・上海を訪問 

12 月 5 日から 8 日までの日程で武田 廣学長が中国・上海を訪問しました。訪

問には増本 浩子副学長（国際連携・国際教育担当）、黄 磷アジア総合学術センタ

ー副センター長及び国際部職員が同行しました。このたびの訪問は、本学と学術

交流協定校の上海交通大学及び在上海日本国総領事館が共催する「神戸大学・上

海交通大学ジョイントフォーラム（KUAREF Series）及び第 2回『創新・共創』中

日企業イノベーション協力フォーラム」と中国神戸大学同窓会（上海・華東地区）

に参加するためのものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_23_01.html） 

 

 （６）精密機械研究開発センター（台湾 PMC）から訪問 

12 月 17 日に、台湾の精密機械研究開発センター（台湾 PMC）から、Chien Hsun, 

Li 副センター長ほか 4 名の研究者が来学し、大村 直人工学研究科長・工学部長

を表敬訪問しました。 

台湾 PMC は、1993 年に台湾政府および台湾工作機械工業会により、工作機械の

試験や研究開発を目的に設立され、現在約 250 名の研究者・技術者が所属してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_24_01.html） 
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 （７）海洋底探査センターの大阪湾活断層調査が開始! 

神戸大学 海洋底探査センターの研究チームによる大阪湾内の大規模な活断層

調査が開始しました。 

海洋底探査センターでは、昨年発生した大阪北部地震を受け、地震や津波を引

き起こす未知の活断層を明らかにしようと、大阪湾全域の海底活断層の調査に乗

り出しました。深江丸の運航や探査装置のレンタルなどにかかる費用を獲得する

ため、今年 3月に挑戦した寄付型のクラウドファンディングでは、見事目標金額

を達成し、6 月からプロジェクトがスタート、巽教授らメンバーが準備に入りま

した。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/media/2019_09_26_01.html） 

 

 （８）カリフォルニア大学サンディエゴ校との第 2回全学交流シンポジウムを開催 

神戸大学の日米連携フェア 2014 を契機に、神戸大学とカリフォルニア大学サ

ンディエゴ校は、学術交流協定に関するＭＯＵを 2015 年に締結し、同年 2 月、

神戸大学において「UC San Diego × Kobe University Joint Research Kick-

off Symposium」を開催しました。今回、その後の約 5年間の成果を基に、新たな

段階の学術交流の方針を協議するとともに、大学としてのプレゼンスを高めるた

めに、第 2回目の大学間シンポジウムをサンディエゴで実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_26_01.html） 

 

【３】イベント情報 

（１）計算社会科学研究センター西村和雄教授《瑞宝重光章》受章記念講演会 

神戸大学計算社会科学研究センターの西村 和雄教授がこのたび瑞宝重光章を

受章したことを記念して、記念講演会を開催いたします。 

西村教授の叙勲受章は、2012 年の紫綬褒章に続く 2度目で、本学にとっても非

常に大きな栄誉です。 

西村教授は、『分数ができない大学生』(1999 年)を始めとする編著者により、

「脱ゆとり教育」の流れを作ったことで広く知られていますが、経済学において

は、「複雑系経済学」のパイオニアとして、日本を代表する世界的に著名な経済理
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論家です。今回の講演では、本学との古くからの関わりを交えつつ、複雑系経済

学を一般の皆様に紹介します。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2019_12_06_01.html） 

 

 （２）第 13回神戸大学留学生同窓会 in東京 

2月 11 日に、「留学生同窓会 in東京」を開催します。 

神戸大学国内留学生同窓会は、2006 年に神戸で発足しました。 

留学生の日本での就職も年々増えており、卒業生が日本全国で活躍しています。

東京近郊にお住まいの方だけではなく、海外の方や、東京以外に在住の方も、是

非ご参加下さい！またお知り合いの神戸大学留学生OB/OGにも周知をよろしくお

願いいたします。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2020_02_11_01.html） 

 

【４】研究ニュース 

 （１）筋ジストロフィーに合併する心筋症発症のしくみを解明 

～心機能を改善する新しい治療法の道筋をひらく～ 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科（医）の片野坂 友紀講師と同大学客員研

究員の氏原 嘉洋博士（当時・川崎医科大学講師；現・名古屋工業大学准教授）は、

神戸大学大学院医学研究科の金川 基講師および川崎医科大学の研究グループと

共同して、筋ジストロフィーに合併する心筋症発症のしくみを解明し、心機能を

改善する新しい治療薬候補を開発しました。筋ジストロフィーに合併する心筋症

の治療に新たな選択肢を供給することへつながる道筋をひらくものと考えられ

ます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_12_17_01.html） 

 

 （２）植物生理活性物質ストリゴラクトンの謎に迫るオロバンコール合成酵素の発見 

ストリゴラクトン（SL）は植物ホルモンおよび根圏情報物質として注目を集め

ている植物由来の化合物群で、植物の形態制御や、食糧生産に大きな被害をもた

らしている根寄生雑草の発芽促進に関わっています。 

 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（ＳＡＴＲＥＰＳ）の一環とし

て、神戸大学大学院農学研究科の若林 孝俊学術研究員、杉本 幸裕教授の研究グ

ループは、東京大学、徳島大学の研究者との共同研究により、植物に有用な菌根

共生を促進する SL のカルラクトン酸を、根寄生雑草の発芽を誘導する SLのオロ

バンコールに変換するオロバンコール合成酵素を発見しました。 

 また、オロバンコール合成酵素遺伝子をゲノム編集によりノックアウトするこ

とにより、SLの生産を人為的に制御できるようになりました。これにより、それ

ぞれの SL が担っている機能を解明する道が開け、植物生産の向上を目指した SL

の応用展開が期待されます。 

 



8 
 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_12_19_01.html） 

 

 （３）精神・神経変性疾患の治療に朗報！ 

～脳内の免疫細胞であるミクログリアが血液脳関門の機能を制御することを 

発見～ 

名古屋大学大学院医学系研究科の和氣 弘明教授（神戸大学先端融合研究環特

命教授）らのグループは、脳内の免疫細胞であるミクログリアが血液脳関門の機

能を制御することを発見し、そのメカニズムを初めて明らかにしました。 

 血液脳関門は、脳環境を体循環系の環境と隔離する構造で、脳内外への物質の

行き来を制限することで脳内の環境を一定に保つ働きがあり、感染症や自己免疫

疾患などの全身性の炎症によりこの機能は低下することが知られています。しか

しながら、全身性の炎症によって血液脳関門の機能がどのように破綻していくの

か、その詳細な経過およびメカニズムはこれまで明らかではありませんでした。 

 今回の研究では、生体 2光子顕微鏡を用いて、生きたマウスにおいて、全身性

の炎症に伴って血液脳関門の機能が破綻する過程を詳細に観察しました。その結

果、血液脳関門に対してミクログリアの作用は時間の経過によって保護的なもの

から障害的なものへ変化し、血液脳関門機能の制御に重要な役割を担うことが示

されました。また、ミクログリアの活性化を抑制することで血液脳関門の機能異

常が改善することと、そのメカニズムについて世界に先駆けて明らかとなりまし

た。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_12_20_01.html） 

 

【５】受賞等 

 （１）末次健司准教授が第 28回松下幸之助花の万博記念賞 松下幸之助記念奨励賞 

を受賞 

理学研究科の末次 健司准教授が、第 28 回松下幸之助花の万博記念賞 松下

幸之助記念奨励賞を受賞しました。 

本賞は、1990 年に大阪で開催された花の万博の基本理念である「自然と人間

の共生」の実現に貢献する優れた学術研究や実践活動を顕彰する目的で1992年

に創設されました。 

         （受賞業績） 

  植物を対象とした共生系に関する研究で多数の興味深い現象を発見し新

種植物の記載や絶滅危惧種の保全にも成果をあげ、また情報通信網を介して

生物共生の魅力と重要性を社会に広く発信した功績。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2019_12_13_02.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。 

 

 

★学友会ホームページ移転のお知らせ。 

旧 ： https://www.kobe-u.com/alumni/ 

↓ 

 新 ： http://www.group.kobe-u.ac.jp/gakuyukai/ 

 

 

■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/

