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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）国産初の手術支援ロボット「hinotori」1 例目の手術が無事終了 

 （２）COVID-19 の新たな血液検査法として ELISPOT 法の臨床評価を実施 

～SARS-CoV-2 に対する日本人の T細胞免疫に関する報告～ 

（３）先端膜工学研究センターが経済産業省「J-Innovation HUB 地域オープン 

   イノベーション拠点選抜制度（国際展開型）」に選定 

（４）神戸大学広報誌「風」16号を発行 

 

【２】お知らせ 

 （１）新野元学長ご逝去のお知らせ 

 （２）食資源教育研究センターで栽培した「神大のおこめ」がふるさと納税の返礼

品に 

 

【３】研究ニュース 

 （１）AIによる自動操船の実船試験に成功 

 （２）兵庫県における新型コロナウイルス大規模血清疫学調査 

 （３）食べ方を学ぶあかちゃんは養育者の手と顔に異なる情報を探る？ 

 （４）手術支援ロボット「hinotori™」用チェア「kumpel（クンペル）」を共同開発 

― 長時間の手術姿勢をサポート ― 

 （５）海水から淡水をつくる高性能な膜を開発  

～ 2 次元ナノチャネルを有するナノシート積層脱塩膜 ～ 

（６）日常生活を取り戻す ウイルスフリー空調システムを開発 

 

 

【１】トピックス 

（１）国産初の手術支援ロボット「hinotori」1 例目の手術が無事終了 

12 月 14 日（月）、神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター 

(ICCRC)において、国産初の手術支援ロボット「hinotori」を使った 1例目の

手術、前立腺がんの全摘手術を実施し、無事終了しました。患者さんは、73

歳の男性で、手術時間は 4時間 28分、そのうち術者が手術支援ロボットを操

作する時間は 3時間 39分でした。患者さんの体調は安定しています。 

神戸大学学友会ニュースレター 
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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/2020_12_17_02.html） 

 

（２）COVID-19 の新たな血液検査法として ELISPOT 法の臨床評価を実施  

～SARS-CoV-2 に対する日本人の T細胞免疫に関する報告～ 

神戸大学とシスメックス株式会社は、新型コロナウイルス感染症の新たな

血液検査法として、新型コロナウイルスに対する T 細胞免疫応答を検出可能

とする ELISPOT 法に関する共同研究を実施しており、その臨床評価の概要と

結果について報告しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2020_12_24_01.html） 

 

（３）先端膜工学研究センターが経済産業省「J-Innovation HUB 地域オープンイノ

ベーション拠点選抜制度（国際展開型）」に選定 

このたび、神戸大学先端膜工学研究センターが経済産業省「J-Innovation  

HUB 地域オープンイノベーション拠点選抜制度」（国際展開型）」に選定され

ました。地域オープンイノベーション拠点選抜制度は、「大学等を中心とした

地域オープンイノベーション拠点の中で、企業ネットワークのハブとして活

躍しているものを評価・選抜することにより、信用力を高めるとともに支援

を集中させ、トップ層の引き上げや拠点間の協力と競争を促す制度」として

2020 年に創設されました。国際展開型と地域貢献型の 2類型があり、第 1回

は計 9拠点が、今回の第 2回目では計 5 拠点が選抜されています。選抜期間

は公表年度を含む 3年間です。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_12_25_03.html） 

 

 （４）神戸大学広報誌「風」16号を発行 

神戸大学広報誌「風」の 16号を発行しました。 

巻頭の第 1 特集は、『ウィズコロナ時代の大学の役割を模索』。本学で実施

する感染症対策に関する研究・調査・支援等の取り組みについて、4大学術系

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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【２】お知らせ 

 （１）新野元学長ご逝去のお知らせ 

新野幸次郎元学長・学友会相談役が 12月 13 日 (日)、ご逝去されました。 

ここに謹んで哀悼の意を表します。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_12_17_03.html） 

 

 （２）食資源教育研究センターで栽培した「神大のおこめ」がふるさと納税の返礼品に 

大学院農学研究科附属食資源教育研究センターで栽培した「神大のおこめ」が、

同センターの所在する兵庫県加西市のふるさと納税返礼品として、提供されるこ

とになりました。 

このお米は、学生実習や中学生の就業体験など教育や地域貢献活動の成果とな

る物で、厳しい安全管理の下で栽培された、安心安全な美味しいお米です。 

ふるさと納税を扱う各種サイトでは、「神大のおこめ（ヒノヒカリ）玄米 30kg」

と「神大のおこめ（キヌヒカリ）白米 10kg」が提供されています。お申込みや詳

細については、加西市 HPのふるさと納税のページをご覧ください。 

列それぞれの分野からの対策等についてお話をうかがいました。 

第 2 特集は、農学研究科の杉浦 真治准教授が発見した、「カエルに捕食さ

れても体内から生還する昆虫」を取り上げています。 

[神大生の挑戦] では、神戸の学生と企業がつながるきっかけを作り出す

会社を立ち上げた学生にインタビューしました。 

その他にも、神戸大学のユニークな教育プログラムや、活躍する卒業生、

地域に根差した活動を行う学生団体の紹介など、様々なコンテンツを掲載し

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/2020_12_25_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/2020_12_25_02.html） 

 

【３】研究ニュース 

 （１）AIによる自動操船の実船試験に成功 

神戸大学大学院海事科学研究科矢野 吉治教授を機関代表とする研究グループ

は、日本郵船グループの株式会社 MTI、株式会社日本海洋科学との共同研究「人

工知能をコア技術とする内航船の操船支援システム開発」の一環として、12月 8

日（火）～10 日（木）に大阪湾において実船試験を行いました。 

実船試験では、共同研究代表者である大阪府立大学の橋本 博公教授（神戸大

学海洋底探査センター客員教授）らが開発した自動操船 AI を用いて操船制御を

行いました。これは、深層強化学習である深層 Q学習と航海シミュレーションを

組み合わせ、膨大な回数の試行学習を通じて、衝突回避のための行動方策を習得

したものです。開発した操船支援システムは、レーダー・AIS （船舶自動識別装

置）などのセンサーにより取得した船舶操船空間の情報を AI に入力し、変化す

る周辺状況に応じて最適な針路を選択、その針路をオートパイロットに伝送する

ことにより操船制御を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

練習船深江丸 AI 操船システム 
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（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/ 

2020_12_17_01.html） 

 

 （２）兵庫県における新型コロナウイルス大規模血清疫学調査 

神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター臨床ウイルス学分野の森 康

子教授らの研究グループは、8 月 6 日から 10 月 1 日に、兵庫県内の 5 病院、1

施設から提供を受けた 10,377 人の血清中における新型コロナウイルス（SARS-

CoV-2）抗体の有無を多角的に解析し、中和抗体の保有率がわずか 0.15％であ

ることを明らかにしました。この調査結果は、いわゆる第二波が終息の兆しを

みせた 2020 年 10 月初め時点においても、兵庫県内における新型コロナウイル

スの感染率が極めて低いことを示す結果であると考えられます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2020_12_17_02.html） 

 

 （３）食べ方を学ぶあかちゃんは養育者の手と顔に異なる情報を探る？ 

あかちゃんが、一人でスプーンを使って食べ始めるようになっていくとき、

その行為を方向づけていくのは、養育者との間のどのようなやりとりなのでし

ょう。 

神戸大学大学院人間発達学環境学研究科野中 哲士教授、ミネソタ大学の 

Thomas A. Stoffregen 教授の国際共同研究チームは、日本国内のある保育園に

おいて、スプーンを使い始めた直後の乳児を対象に、養育者と乳児の食事場面

における相互の関係を調査しました。 

 

○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_12_21_01.html） 

 

 （４）手術支援ロボット「hinotori™」用チェア「kumpel（クンペル）」を共同開発 

― 長時間の手術姿勢をサポート ― 

株式会社オカムラ、株式会社メディカロイド、神戸大学は、手術支援ロボッ

トシステム「hinotoriTM サージカルロボットシステム用のチェアとして

「kumpel（クンペル）」を共同開発しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2020_12_21_02.html） 

 

 （５）海水から淡水をつくる高性能な膜を開発  

～ 2 次元ナノチャネルを有するナノシート積層脱塩膜 ～ 

神戸大学先端膜工学研究センターの松山 秀人教授らの研究グループは、2次元

炭素材料を高分子多孔膜の表面に積層することで、新しい脱塩膜の開発に成功

しました。 

脱塩膜は、海水から淡水を作り出すことができる材料です。世界的な水資源 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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の不足の解決のため、現在実用されている脱塩膜よりも透水速度が速く、脱塩

性能に優れる脱塩膜の開発が、さらに高効率で省エネルギーな海水淡水化の実

現のために求められています。 

本研究では、酸化グラフェンナノシートと呼ばれる 2次元ナノ材料を、化学

的な還元処理を施した後に、多孔膜上に積層することで、約 50 ナノメートル

（1ミリメートルの 1/20000）の厚みを有する脱塩膜を開発しました。開発した

脱塩膜は、ナノシート同士の間隔や、ナノシート表面の電荷が制御されており、

高性能な脱塩処理が可能です。将来的には新しい脱塩膜としての実用化や応用

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_12_24_02.html） 

 

 （６）日常生活を取り戻す ウイルスフリー空調システムを開発 

― 水と光と酸素の力で感染リスク低減と低炭素化を両立 

― 40%省エネ・低炭素化を実現した世界初の AI空調システムがウイルス 

も除去 

神戸大学産官学連携本部の長廣 剛客員教授、工学研究科の喜多 隆教授、医

学研究科の森 康子教授らの研究グループは、建物内の空間全体から高い性能

でウイルス感染リスクを低減させ、さらに CO2 排出量も抑えた高機能空調シス

テムを開発しました。 

本システムは、環境省の支援により開発し 40%以上の省エネ・低炭素化を実

現した AIスマート空調技術（空間内の人数や空気状態を把握し、空気をコント

ロールする技術）に、紫外線照射やオゾンの活用、湿度調整などを組み合わせ

て殺菌能力を持たせた空気のコントロールを加えたもので、ウイルスの 99.9％

不活化を実現しながらも換気量を抑え消費エネルギーを削減したエコシステ

ムです。 

12 月 18 日（金）からイオンスタイル海老江店で実証実験を開始しており、

今後もさまざまな店舗への導入を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_01_04_01.html）  

イオン海老江に導入した実証システム 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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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)」を 10 月 1 日からリニューアルし 

公開しております。 

 

従来からの、「OB・OG 訪問」の機能に加え、「卒業生からのメッセージ」や「在学生

の今」の掲載を予定しております。また、卒業生等が開催するイベントへの参加申し

込み機能も追加しました。 

 

  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。 

 

 是非ご登録ください。 

 

 

★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/

