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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）神戸大学人の集い 

（２）神戸大学長定例記者会見 

（３）医学部附属病院と附属病院国際がん医療・研究センターが「ジャパンインタ

ーナショナルホスピタルズ(JIH)」の認証を取得 

 

【２】お知らせ 

（１）令和 2年度優秀若手研究者賞授賞式・研究発表会 

（２）第 14回神戸大学留学生東日本同窓会 

（３）株式会社ビズリーチとネーミングライツに関する協定を締結 

（４）第 26回神戸大学国際学生交流シンポジウムを開催 

 

【３】研究ニュース 

 （１）過飽和によるアミロイド線維形成の抑制を解明 

―高齢者に多いアミロイド病の予防に貢献する新概念― 

（２）JST（科学技術振興機構）2020 度戦略的創造研究推進事業（CREST）に採択 

 

 

【１】トピックス 

（１）神戸大学人の集い 

神戸大学では、卒業・修了生の皆様に大学の現状等についてご説明し、意見

交換・懇談いただける場として、毎年東京、大阪の 2会場で「神戸大学人の集

い」を開催しておりますが、今年度は未だ新型コロナウイルス感染症の収束の

見通しが立たず、大変残念ではございますが通常開催を断念し、オンラインで

の開催といたします。 

本年 3 月末に学長として 6 年間の任期の満了を迎える武田 廣より、学長在

任期間中の本学の歩みと 2022 年に創立 120 周年を迎える本学の今後担うべき

使命と役割、そして新たな挑戦に向けてお話させていただきます。 

お知り合いの神戸大学卒業・修了生の皆様にもお知らせいただき、多数ご視 

聴くださいますようご案内申し上げます。 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【２】お知らせ 

 （１）令和 2年度優秀若手研究者賞授賞式・研究発表会 

令和２年 11 月 17 日、12 月 10 日に学長室にて、令和 2 年度優秀若手研究者

賞授賞式を行いました。 

「優秀若手研究者賞」は、本学が卓越研究大学として世界最高水準の教育研

究拠点になるための取組みの一環として、平成 27 年度より創設されたもので

す。 

卓越した業績を上げた若手研究者を表彰し、将来本学の研究リーダーとして

活躍することを期待すると共に、研究者の育成及びその能力を最大限に発揮で

きるシステムを構築することを目的としています。 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/alumni/tsudoi/index.html） 

 

（２）神戸大学長定例記者会見 

1月 20 日(水)に第 47回神戸大学長定例記者会見を開きました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/info/usr/press/press_20210120.html） 

 

 （３）医学部附属病院と附属病院国際がん医療・研究センターが「ジャパンインター

ナショナルホスピタルズ(JIH)」の認証を取得 

神戸大学医学部附属病院と神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究セ

ンターは、Medical Excellence JAPAN により、国際医療に関し所定の基準を

満たす「ジャパンインターナショナルホスピタルズ(JIH)」推奨病院として

2021 年 1 月 19 日に認証されました。大学病院として二つの施設が連携して

国際医療を進める取り組みとして初めて認証を受けたものです。 

JIH 認証制度は、日本政府による医療の国際展開を「日本再興戦略」の柱の

一つとして、日本の医療機関に海外から渡航受診者を受け入れるインバウン

ドを推進しているものです。現在全国で 52の病院が推奨病院として認証され

ています。神戸大学医学部附属病院は兵庫県内では 2 番目・3 番目、国立大

学附属病院としては、全国で 8番目の推奨病院として認証されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_01_29_01.html） 
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◎優秀若手研究者賞・学長賞 

工学研究科 杉本 泰 助教 

     ◎優秀若手研究者賞・理事賞 

理学研究科 野海 俊文 助教 

◎優秀若手研究者賞 

人文学研究科 増記 隆介 准教授 

医学部附属病院 千原 典夫 助教 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2021_01_21_01.html） 

 

 

 （２）第 14回神戸大学留学生東日本同窓会 

2月 11 日（祝）10:00 より「神戸大学留学生東日本同窓会」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、東京以外に在住の方も是非ご参加下

左から： 増記准教授、野海助教、杉本助教、武田学長、小川理事 

左から：千原助教、武田学長 
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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します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2021_02_11_01.html） 

 

 （３）株式会社ビズリーチとネーミングライツに関する協定を締結 

本学は、株式会社ビズリーチと、学生用ミーティングルームのネーミングライ 

ツ（施設命名権）取得に関する「国立大学法人神戸大学ネーミングライツに関す

る協定」を令和 2年 12 月 15 日に締結しました。 

国からの運営費交付金が削減される中、国立大学を取り巻く環境は厳しさを増 

していることから、本学は教育研究環境向上のための財源確保を目的として、ネ

ーミングライツ制度を平成 30年 2月に導入しました。 

このたび、鶴甲第一キャンパスのラーニングコモンズ内にある「学生ボランテ 

ィア支援室ミーティングルーム」についてネーミングライツを公募したところ、

「ビズリーチ・キャンパス（OB/OG 訪問ネットワークサービス）」「ビズリーチ（即

戦力人材と企業をつなぐ転職サイト）」「HRMOS（人財活用プラットフォーム）」等、

働く人の自律的なキャリア形成を支援するインターネットサービスを展開され

ているビズリーチから応募があり、選定委員会による審査を経て、ネーミングラ

イツ・パートナーとして選定しました。 

令和3年1月から3年間、同ルームの名称は「ビズリーチ・キャンパス SESSION」

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_01_21_01.html） 
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 （４）第 26回神戸大学国際学生交流シンポジウムを開催 

国際教育総合センターは、1 月 14 日、第 26 回神戸大学国際学生交流シンポ

ジウム（Kobe University International Students’ Symposium）を開催しま

した。 

KISS の名称で親しまれている当シンポジウムの理念は、神戸大学のキャンパ 

スに集う学生が、日本語・英語のバイリンガルで自由・活発に討議し、意見交

換することを通して、異文化理解・相互理解を深めることにあります。 

KISS 誕生は、阪神淡路大震災が発生した 1995 年に遡ります。1995 年、国際  

的な医学賞である WOLF 財団賞を受賞した西塚 泰美元神戸大学学長が、被災留

学生のために役立ててほしいと WOLF 賞の副賞を寄付し、元留学生センター教

授の瀬口 郁子神戸大学名誉教授が中心となり、留学生・日本人学生からなる実

行委員とともに KISS を企画・実施しました。1995 年の第 1 回から昨年度の第

25回まで、KISS は一貫して学外の宿泊施設において、1泊 2日の合宿形式で開

催してきましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症により、オンライン会

議システムを使用した「オンライン KISS」を実施しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_01_22_01.html） 

 

【３】研究ニュース 

 （１）過飽和によるアミロイド線維形成の抑制を解明 

―高齢者に多いアミロイド病の予防に貢献する新概念― 

大阪大学国際医工情報センターの後藤 祐児特任教授のグループは、大阪大

学蛋白質研究所の大学院生の野地 真広さん（令和２年 3 月理学研究科博士課

程修了、現在、京都大学人間・環境学研究科、研究員）、神戸大学、鳥取大学、

産業技術総合研究所、エトヴェシュ・ロラーンド大学（ハンガリー）、ユニバー

シティ・カレッジ・ロンドン（イギリス）、ミュンヘン工科大学（ドイツ）、オ

ーフス大学（デンマーク）と共同で、蛋白質が機能的な天然（ネイティブ）構

造を形成するか、あるいはアミロイド病の原因となるアミロイド線維を形成す

るかの分かれ目が、何によって決まっているのかを蛋白質科学の手法で研究し

ました。 

アミロイド線維は高齢化社会の深刻な問題であるアルツハイマー病やパー

キンソン病など一連のアミロイド病の原因物質として世界で研究が進んでお

り、特に最近はクライオ電顕や固体 NMR などの構造解析によって原子レベルの

立体構造が次々と明らかになってきています。他方、アミロイド線維の形成機

構の詳細は不明です。 

今回、後藤特任教授らのグループは、2 つの反応が過飽和によって制御され

ていること、そして過飽和はアミロイド線維形成を抑制していることを明らか

にしました。「過飽和はアミロイド線維の形成を抑制する」という新たな視点は、

アミロイド病の予防や治療の発展に貢献すると期待できます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2021_01_26_01.html） 
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 （２）JST（科学技術振興機構）2020 度戦略的創造研究推進事業（CREST）に採択 

JST（科学技術振興機構）2020 度戦略的創造研究推進事業（CREST）「コロナ

基盤」の研究代表者が決定し、本学から１件の申請課題が採択されました。 

 

研究代表者・研究課題名 

【CREST】 

       システム情報学研究科 坪倉 誠  教授  

  研究題目：スパコンによる統合的飛沫感染リスク評価システムの開発と 

社会実装 

 （研究領域：異分野融合による新型コロナウイルスをはじめとした感染

症との共生に資する技術基盤の創生） 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2021_02_01_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)」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/

