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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）武田学長が中国を訪問 

【２】お知らせ 

（１）北京大学創立 120 周年記念式典並びに北京フォーラムに参加 

（２）駐日ハンガリー大使が来学 

（３）インドネシア学術研究会議議長一行が来学 

（４）神戸大学/バベシュ・ボヨイ大学国際協力センターを開所 

【３】研究ニュース 

 （１）エイズウイルスの調節遺伝子を標的とするゲノム編集法でウイルス遺伝子を

不活化 

（２）2015-2016 年にインドネシアで流行した小児急性胃腸炎は Equine-like(ウマ

様)G3 ロタウイルスによる 

（３）細胞の代謝物をハイスループット分析可能な解析技術を開発 ―多種類・高感

度・自動化により，スマートセルインダストリーの実現に貢献― 

（４）ナナフシは鳥に食べられて子孫を拡散させる！？ 飛べない昆虫の新たな長

距離移動法の提唱 

【４】受賞のお知らせ 

（１）保健管理センター馬場久光教授が平成 30 年兵庫県功労者表彰(学術教育功 

労)を受賞 

 

【１】トピックス 

（１）武田学長が中国を訪問しました 

平成 30年 5月 12 日（土）から 14日（月）

までの日程で，武田学長が中国・広州を訪問し

ました。この訪問には，羅志偉国際連携推進機

構アジア総合学術センター中国事務所長，曹

晟システム情報学研究科特命助教，都築智国

際部長が同行しました。この度の中国出張は，

独立行政法人科学技術振興機構（JST）主催の，

「日中大学フェア＆フォーラム in CHINA 

2018」に参加したものです。 

神戸大学学友会ニュースレター 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_05_17_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_05_15_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_05_21_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_05_23_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_05_24_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_05_18_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_05_18_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_05_22_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_05_22_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/2018_05_25_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/2018_05_25_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_05_29_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_05_29_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_05_22_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_05_22_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_05_17_01.html


2 
 

 

【２】お知らせ 

（１）北京大学創立 120 周年記念式典並びに北京フォーラムに参加しました 

5月 4日から 5日にかけて，北京大学及び釣魚台迎賓館などで北京大学創立 120

周年記念式典並びに北京フォーラムが開催されました。本学からは，井上典之国際

担当理事及び黄磷国際連携推進機構アジア総合学術センター副センター長が出席

しました。 

本学の協定校である北京大学の創立120周年記念

行事には，本学の他，イェール大学，オックスフォ

ード大学，ケンブリッジ大学，ハーバード大学，東

京大学，ソウル大学校や香港大学など世界 44か国・

地域 116 人の大学総長・学長・代表，また，清華大

学など中国の130大学の総長・学長・代表が出席し，

“World University Presidents Symposium and 

Beijing Forum”(世界大学学長シンポジウム・北京

フォーラム)，中国教育部主催の晩餐会(釣魚台国賓館

にて)などが開催されました。記念行事の会場で，本学

井上理事から田剛北京大学副学長に対して，北京大学が創立 120 周年を迎えたこ

とに関する祝意を伝え，記念品を贈呈しました。 

 

5 日には，北京大学のキャンパス内でシンポ

ジウムの分科会が開催され，今回の記念行事

に参加した海外の大学総長・学長・代表が報告

と討論を行うなど，有意義な情報交換が行わ

れました。 

 

今回の式典参加を通じて，北京大学，中国の

大学及び世界の大学との益々の協力強化が期

待されます。 

 

 

（２）駐日ハンガリー大使が来学しました 

5月 16 日，パラノビチ・ノルバート駐日

ハンガリー大使が来学し，水谷文俊理事・

総括副学長を表敬訪問しました。懇談には，

兵庫県国際交流協会から石光潤子事業推

進部長，本学から奥村弘人文学研究科長が

同席し，本学とハンガリーの大学・機関と

の連携について意見交換が行われました。 

水谷理事からは，欧州における本学の教

育・研究活動状況と本学とハンガリーの大

学間の学術交流・連携が円滑に発展してい

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_05_17_01.html） 
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ることの説明が行われ，昨年 11月の自身のブダペスト訪問について報告が行われ

ました。また，奥村研究科長からは，人文学研究科は特にハンガリーとの所縁が深

く，前駐日ハンガリー大使（本学人文学研究科に留学）との親交や同研究科におけ

るハンガリーの大学との教員・研究者交流について具体例を交えながら説明が行

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/2018_05_21_01.html） 

 

（３）インドネシア学術研究会議議長一行が来学しました 

5月 14 日，インドネシアから，Bambang Setiadi（バンバン・セティアディ）イ

ンドネシア学術研究会議議長一行が本学を訪れ，井上典之国際担当理事を表敬訪

問しました。懇談には，荻野千秋国際連携推進機構アジア総合学術センター/工学

研究科教授も同席しました。 

インドネシアは，多くの島々

によって構成されている国家

であり，生物多様性を誇りま

す。その生物多様性を生かした

研究，産業開発の発展を目指し

ており，その一環として人材及

び産業の創出・育成の中核とな

る研究拠点（センター・オブ・

エクセレンス）のより一層の向

上に向けて尽力していること

がセティアディ議長から報告

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/2018_05_23_01.html） 

 

（４）神戸大学/バベシュ・ボヨイ大学国際協力センターを開所しました 

神戸大学は 5月 17 日にバベシュ・ボヨイ大学の協力のもと，ルーマニア・クル

ージュ＝ナポカに，神戸大学/バベシュ・ボヨイ大学国際協力センターを開所しま

した。2008 年中国・北京に開所した中国事務所，そして 2010 年にベルギー・ブリ

ュッセルに開所したブリュッセルオフィス，2015 年 4 月にベトナム・ハノイに開

所したハノイ神戸大学連絡拠点，2015 年 10 月にポーランド・クラクフに開所した

ポーランド拠点(クラクフ)，2016 年 4 月に開所した神戸大学・北京外国語大学国

際共同研究拠点，2016 年 7 月にアメリカ合衆国・ハワイに開所したホノルル拠点

に続く，7番目の海外拠点になります。また，バベシュ・ボヨイ大学の日本におけ

る国際交流活動の拠点として，神戸大学国際連携推進機構内にも，神戸大学/バベ

シュ・ボヨイ大学国際協力センターが設置されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_05_24_01.html） 
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【３】研究ニュース 

 （１）エイズウイルスの調節遺伝子を標的とするゲノム編集法でウイルス遺伝子を不

活化 

神戸大学大学院保健学研究科の亀岡正典准教授，小瀧将裕助教，医学研究科の大

学院生 Youdiil Ophinni ら研究グループは，エイズウイルス（ヒト免疫不全ウイ

ルス 1 型, HIV-1）の調節遺伝子※1 をゲノム編集法 CRISPR/Cas9 システム※2 で

破壊することにより，感染細胞からのHIV-1産生を阻止することに成功しました。 

この研究成果は，5月 17 日に，国際学術雑誌「Scientific Reports」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_05_18_01.html） 

 

（２）2015-2016 年にインドネシアで流行した小児急性胃腸炎は Equine-like(ウマ

様)G3 ロタウイルスによる 

神戸大学大学院医学研究科附属感染症センターの勝二郁夫教授，内海孝子特命

講師と国立感染症研究所の片山和彦室長（現，北里生命科学研究所教授）らの研究

グループが，インドネシアの小児急性胃腸炎症例の便中ロタウイルスを解析し，

2015 年から 2016 年に Equine-like（ウマ様）G3ロタウイルスが流行していたこと

を証明しました。このロタウイルスは，従来のヒト型ロタウイルスと遺伝学的に大

きく異なっています。研究成果によって，近隣国からインドネシアへのロタウイル

ス株の伝播様式の解明が期待されます。 

研究成果は，2018 年 3月 27 日（火）に，国際科学誌「Infection, Genetics and 

Evolution」(doi: 10.1016/j.meegid.2018.03.027) にオンライン公開されました。 

なお，この研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の感染症研究

国際展開戦略プログラム（J-GRID）による支援の下，アイルランガ大学熱帯病研究

所内に設立したインドネシア神戸大学国際共同研究拠点で行いました。 

 

○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_05_22_01.html） 
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（３）細胞の代謝物をハイスループット分析可能な解析技術を開発 ―多種類・高感度・

自動化により，スマートセルインダストリーの実現に貢献― 

NEDO と神戸大学，島津製作所は多種類の細胞代謝物を一斉かつ高感度に分析で

きる「高精度メタボローム解析システム」を開発しました。これにより，従来は熟

練者の手作業で行っていた前処理工程を自動化し，作業時間が半分以下となるハ

イスループット化を達成しました。 

代謝物の解析時間や網羅性を大幅に改善できることで，細胞内で高機能物質を

大量生産し，産業分野に生かす「スマートセルインダストリー」の実現に貢献しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 高速液体クロマトグラフ質量分析計「LCMS-8060」 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/2018_05_25_01.html） 

 

（４）ナナフシは鳥に食べられて子孫を拡散させる！？ 飛べない昆虫の新たな長距離

移動法の提唱 

これまで，鳥に食べられた昆虫は子孫もろとも生存の機会を失うという考え方

が常識となっていました。これに対し，神戸大学大学院理学研究科の末次健司特命

講師，高知大学総合科学系生命環境医学部門の伊藤桂准教授，東京農工大学大学院

農学研究院生物生産科学部門の横山岳准教授らの研究グループは，「昆虫が鳥に食

べられた場合，昆虫体内の卵は消化されずに排泄される場合があるのではないか」

との仮説を立て，この仮説を検証したところ，硬い卵をもつことで知られているナ

ナフシの卵を鳥に食べさせると，一部の卵が無傷で排泄され，ふ化するという結果

を得ることに成功しました。 

鳥に食べられてもなお子孫を残す可能性を示す本研究は，昆虫が鳥に捕食され

ると例外なく死に至るものだという常識を覆すものです。むしろ，ナナフシのよう

に移動能力が低い昆虫では，鳥による捕食が分布拡大を促進する要因になりえる

と言えます。 

本研究成果は，5 月 29 日に，国際誌「Ecology」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_05_29_01.html） 
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【４】受賞のお知らせ 

（１）保健管理センター馬場久光教授が平成 30年兵庫県功労者表彰(学術教育功労)を

受賞しました 

平成 30年 5月 3日に神戸大学保健管理センターの馬場久光教授が，兵庫県功労

者表彰の学術教育功労部門を受賞しました。 

県内の教育の振興に貢献し，顕著な功績を修められた方に対し，兵庫県知事が県

民を代表して表彰するものです。表彰式は，5 月 18 日に兵庫県神戸市中央区の兵

庫県公館で行われました。 

 

○関連リンク 

兵庫県功労者表彰（兵庫県ホームページ） 

 

 

★「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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