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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）デトロイト・ニューヨーク・サンフランシスコ合同同窓会報告 

 

【２】お知らせ 

 （１）新練習船の建造について 

 

【３】研究ニュース 

 （１）糖尿病原因遺伝子による 2型糖尿病発症メカニズムを解明 

 （２）ウナギを守ることは河川の生態系全体を守ること 

〜 淡水生態系における生物多様性保全のシンボル種として機能 〜 

 （３）涙液を用いた新しい乳がん検出技術 TearExo®の開発 

 （４）狙った DNA 配列に C→Tと A→Gの同時塩基置換を誘導する新ゲノム 

編集技術 

 （５）アルポート症候群に対する核酸医薬を用いた新規治療法開発 

―難治性遺伝性腎疾患モデル動物に著効することを確認― 

 （６）「便の中にブドウ糖を出す」という糖尿病治療薬の新しい作用を発見 

 （７）中国からのブラックカーボン排出量は過去 10年で 4割もの大幅減少 

―IPCC 気候モデルへの排出量入力値に見直しが必要― 

 （８）食痕に残された DNA から誰が食べたかを特定できることを確認 

 （９）新型コロナウイルスなどの感染対策のためのクリーンユニットの開発 

 

【４】受賞 

 （１）高田暁准教授が 2020 年日本建築学会賞（論文）を受賞 

 （２）飯塚敦教授、橘伸也講師、竹山智英准教授の論文が ICE（英国土木学会） 

の 2020 年度 Telford Premium 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 

（１）デトロイト・ニューヨーク・サンフランシスコ合同同窓会報告 

デトロイト・ニューヨーク・サンフランシスコ合同同窓会 

日時：2020 年 6月 5日（金）午後 7時半から 9時まで 

場所：各自の自宅 

新型コロナウイルスの感染確認者がミシガン州では 6万人(全米 2百万人)を

超え、死者数は 6千人（全米 11万人）に近づくものの、7、80 日を超える外出

禁止令が漸く、段階的に緩和されようとしているなか、レストランは許容来客

数を 50%以下にした上での営業が許されるような状況なので、従来の形式での

同窓会の開催は当分不可能と判断し、初めて、ビデオコンファレンス形式での

会を開催しました。 

地理的に集合するわけではないため、New York 支部と San Francisco 支部

それぞれの幹事にも声をかけての開催となりました。食事を囲みながらテーブ

ルで隣の人に小話をするような機会はないのですが、参加者の背景にペットの

犬が出てきたり、書棚や hula hoop が見えたりして、同窓生の生活環境を垣間

見れる面白さがありました。 

同じ時間帯でも NY と Detroit の屋外の明るさに大きな違いがあることを確

認したり、SF の住宅の値段の高さに触れたりしながら、会の活動については、

NYや SF では暫く開けていないことなどが話されました。NYでは登録されてい

る会員の Email address にメールを送っても多くが返ってきているとのこと

で、その場で、20 年前まで幹事を務めていて今も NY 在住の筆者の同級生（千

葉陽 1983 経営）にも電話しましたが、ちょうど、別のビデオコンファレンスに

入るタイミングで参加は叶いませんでした。 

今も続く在宅勤務で、仕事と個人の時間の区切りが難しくなったと感じる人

が多い反面、これまで通勤に費やされていた時間が消えたことを歓迎する人は

多く、仮に、禁止令が全面解除されても、以前のように、毎朝出勤するという

事態はなくなっているかもしれません。今回、年齢差はあっても、神戸大学の

同窓生が東西海岸と中西部に存在するという機会をアピールすることはでき

たように思います。 

卒業生・現役生・留学生を問わず、Detroit を訪問される機会がありました

ら、大歓迎いたしますので、ぜひご連絡ください。 

 

 

 

参加者： 

中村久爾子（1982 法） 

山田  守（1982 経営） 

浜岡 栄司（1986 工） 

瀬川  恵（1993 教育） 

榎本 守彦（1994 経済） 

大保 三穂（1998 年院理、San Francisco 支部） 

竹山 恭平（2004 工、New York 支部） 

 

（山田記） 



3 
 

【２】お知らせ 

（１）新練習船の建造について 

5 月 22 日の第 43 回 神戸大学長定例記者会見において、現在稼働中の練習船

「深江丸」の代替船として、新練習船の建造が報告されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/info/usr/press/press_20200522.html） 

 

【３】研究ニュース 

（１）糖尿病原因遺伝子による 2型糖尿病発症メカニズムを解明 

神戸大学大学院保健学研究科の木戸 良明教授、医学研究科糖尿病·内分泌内

科学部門の淺原 俊一郎助教、神野 歩医学研究員らの研究グループは、日本人

2 型糖尿病原因遺伝子の一つである EIF2AK4 遺伝子が糖尿病を引き起こすメカ

ニズムを世界で初めて明らかにしました。 

今回の研究により、なぜ日本人は欧米と比較し少しの肥満でも 2型糖尿病を

発症しやすいのかという疑問の一部が明らかになりました。今後、2 型糖尿病

の発症予測や個別化医療への応用が期待されます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_05_29_03.html） 

 

（２）ウナギを守ることは河川の生態系全体を守ること 

〜 淡水生態系における生物多様性保全のシンボル種として機能 〜 

神戸大学大学院理学研究科の板倉 光研究員（兼 メリーランド大学・海外学

振特別研究員）、東京大学大気海洋研究所の脇谷 量子郎特任研究員、ロンドン

動物学会の Matthew Gollock 博士、中央大学法学部の海部 健三准教授からな

る国際研究チームは、日本に生息するウナギ属魚類 2種（ニホンウナギとオオ

ウナギ）と周辺の淡水生物を対象として野外調査を実施し、ウナギ属魚類が淡

水生態系の生物多様性保全の包括的なシンボル種として機能する可能性を世

界で初めて示しました。ウナギを守り、回復させる活動を通じて、生物多様性

の消失が著しい淡水生態系の修復・保全に大きく貢献できるものと期待されま

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/2020_05_29_01.html） 

 

（３）涙液を用いた新しい乳がん検出技術 TearExo®の開発 

神戸大学大学院工学研究科竹内 俊文教授、医学部附属病院谷野 裕一特命教

授、佐々木 良平教授、システム・インスツルメンツ（株）濱田 和幸氏らの研

究グループは、涙液中の細胞外小胞エクソソームをバイオマーカーとした新し

い乳がん検出技術：TearExo®の開発を行いました。今後、がんの早期発見など

国民の健康に大きく貢献することが期待されます。 
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○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/ 

2020_05_29_02.html） 

 

 （４）狙った DNA 配列に C→Tと A→Gの同時塩基置換を誘導する新ゲノム編集技術 

近年、細胞内ゲノム DNA 中の特定の狙った配列を自在に編集することができ

るゲノム編集技術が急速に発展しており、農業、医療分野を含めた生物学分野

全体に大きな変革をもたらしつつあります。これまでに、CRISPR–Cas9 という

ゲノム編集ツールや、DNA 配列を編集する塩基編集ツールが開発されてきまし

た。これらは精密なゲノム編集技術として注目を集める一方、ゲノムに書き込

まれた生命プログラムを編集するという点においては、その自由度が限られて

いました。慶應義塾大学院政策・メディア研究科の森 秀人大学院生、東京大学

教養学部の坂田 莉奈学部生、東京大学先端科学技術研究センターの石黒 宗特

任研究員および谷内江 望准教授らの研究グループは、同研究所油谷 浩幸教授、

東京大学大学院理学系研究科濡木 理教授、西増 弘志准教授、慶應義塾大学先

端生命科学研究所冨田 勝教授、神戸大学大学院科学技術イノベーション研究

科近藤 昭彦教授、同先端バイオ工学研究センター西田 敬二教授らとの共同研

究により、狙った DNA 配列の C→Tおよび A→G の異種塩基置換（注 1）を同時

に達成できる新たな塩基編集ツール「Target-ACEmax」の開発に成功しました。

本新規ゲノム編集ツールは、さまざまな細胞においてより多様な塩基編集を可

能にし、品種改良、遺伝子治療、動物の発生における細胞系譜の追跡など、さ

まざまな分野において幅広い応用が期待されます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_06_02_01.html） 

 

 （５）アルポート症候群に対する核酸医薬を用いた新規治療法開発 

―難治性遺伝性腎疾患モデル動物に著効することを確認― 

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野の野津 寛大特命教授、

山村 智彦助教、松尾 雅文前教授、飯島 一誠教授ら、同医療情報部の髙岡 裕

准教授および熊本大学の甲斐 広文教授ら、理化学研究所の髙里 実チームリー

ダーらのグループが、第一三共株式会社との共同研究で、これまで治療法がな

くほとんどの患者が進行して腎不全を発症する難治性の腎疾患を呈するアル

ポート症候群に対し、核酸医薬を用いた特異的治療法としてエクソンスキッピ

ング療法の開発を行い、同療法が疾患モデル動物において著効することを明ら

かにしました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_06_02_02.html） 

 

 （６）「便の中にブドウ糖を出す」という糖尿病治療薬の新しい作用を発見 

神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学部門の小川 渉教授、放射線

診断学分野の野上 宗伸特命准教授らの研究グループは、世界で最も広く使わ

れている糖尿病治療薬が「便の中にブドウ糖を排泄させる」という作用を持つ

ことを、人を対象とした研究で明らかとしました。 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_06_03_01.html） 

 

 （７）中国からのブラックカーボン排出量は過去 10年で 4割もの大幅減少 

―IPCC 気候モデルへの排出量入力値に見直しが必要― 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 (理事長松永 是) 地球環境部門地球表

層システム研究センターの金谷 有剛センター長代理らと国立大学法人神戸大

学、国立研究開発法人国立環境研究所等は共同で、長崎県・福江島にて長期に

わたり大気観測を実施し、中国から排出されるブラックカーボン (BC) 量が過

去 10年で 4割もの大幅減少を遂げたことを明らかにしました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

(https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_06_05_01.html) 

 

 （８）食痕に残された DNA から誰が食べたかを特定できることを確認 

京都大学農学部 4年生工藤 葵、同理学研究科助教山本 哲史、神戸大学大学院

人間発達環境学研究科准教授源 利文の研究グループは、植物につけられた昆虫

の食痕から DNA を採取し、食害した昆虫を特定できることを明らかにしました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

(https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_06_11_02.html) 

 

 （９）新型コロナウイルスなどの感染対策のためのクリーンユニットの開発 

神戸大学医学部附属病院病理部・病理診断科伊藤 智雄教授と（株）ソダ工業

は、医療現場などさまざまな場面において、新型コロナウイルスなどの感染対

策のためのクリーンユニットを共同開発しました。今後、長期の闘いとなる新

型コロナウイルス感染症において、医療者などの感染機会を低減させる重要な

機器となることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

(https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/ 

2020_06_11_01.html) 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_06_05_01.html
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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【４】受賞 

 （１）高田暁准教授が 2020 年日本建築学会賞（論文）を受賞 

受賞者：工学研究科 高田暁 准教授 

受賞名：2020 年日本建築学会賞(論文) 

業績名：非定常状態における人体・着衣の熱水分移動と温冷感・乾燥感の予測 

に関する研究 

 

受賞の対象となったのは、温湿度など人体周辺の環境条件の変動に対する人

間の体温調節、温冷感、乾燥感の変化の仕組みを工学的なモデルで表現するた

めの一連の研究をとりまとめたものです。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

(https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2020_05_29_04.html) 

 

 （２）飯塚敦教授、橘伸也講師、竹山智英准教授の論文が ICE（英国土木学会） 

の 2020 年度 Telford Premium を受賞 

受賞者：都市安全研究センター 飯塚 敦 教授 

         都市安全研究センター 橘 伸也 講師 

            工学研究科 竹山 智英 准教授 

受賞名： ICE Publishing Awards 2020, Telford Premium 

業 績： Extension of unsaturated soil mechanics and its applications;  

Atsushi Iizuka Shinya Tachibana Tomohide Takeyama 

Yuri Sugiyama Shun Nomura Hideki Ohta 

Geotechnical Research, E-ISSN 2052-6156, Volume 6 Issue 3, 

September 2019, pp. 156-176 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2020_06_10_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/

