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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）【挨拶】学長就任にあたって 

 （２）令和３年度新学期を迎えて 

 （３）海洋政策科学部を設置 ― 看板上掲式を挙行 

 （４）神戸相楽園のつつじ見学と昼食会のご案内 

 （５）第 12回卒業生交流会を開催 

  

【２】お知らせ 

（１）神戸大学医学部附属病院が臨床研究中核病院に承認 

（２）第 3 回神戸大学 SDGs フォーラム「大阪・関西万博が導く未来～未来社会の

実験場の実現を考える～」 

 

【３】 研究ニュース 

（１） 治療可能な難病を早期発見する新しい新生児マススクリーニング 

（２） 指の動きのゆらぎに現れる点字の触読技能 

（３） 京都グレインシステム株式会社と神戸大学による「トゲドコロイモに含ま

れるジオスゲニンの最適加工条件の検討」産学連携プロジェクトを開始 

（４） 「体力向上によって改善する学力とは？」 

－苦手科目と得意科目で異なる効果－ 

（５） 微細藻類バイオ燃料：炭水化物を油脂に変換 

（６） 環境DNA解析を用いて長良川・揖斐川におけるアユと冷水病菌の分布を明ら

かに！ 

（７） 野生のサギソウ生育地で栽培品種由来の遺伝子を検出 遺伝解析から明ら

かになった、遺伝的撹乱の実態と拡散リスク 

（８） 内耳蝸牛由来の活性酸素が加齢・騒音などによる難聴を引き起こす 

 ～ 世界初の難聴治療薬開発へ道 ～ 

（９）心電図とレントゲンを組み合わせて不整脈疾患を診断する AIを開発― 

 

 

 

 

 

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）【挨拶】学長就任にあたって 

    第１５代神戸大学長に就任された藤澤 正人学長の就任のご挨拶が掲載され

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/info/usr/15/2021_04_01_greeting.html） 

 

 （２）令和３年度新学期を迎えて 

    藤澤 正人学長からのメッセージが掲載されました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2021_04_13_02.html） 

 

（３）海洋政策科学部を設置 ― 看板上掲式を挙行 

神戸大学は 4月 1日（木）、海事科学部を発展的に改組し、海洋政策科学部

を設置しました。 

海洋政策科学部では、国際海洋社会を理解し、海洋の持続的な調査・開発・

利用や海洋政策に携わることのできる人材育成を通じて、「海のグローバルリ

ーダー」や「海のエキスパート」、及び国際物流を支える外航船船長や機関士

のみならず海運業界の経営にも携わる「神大海技士」など、海事海洋社会へ

貢献する人材を輩出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤澤 正人 学長 

https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2021_04_13_02.html
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【２】お知らせ 

 （１）神戸大学医学部附属病院が臨床研究中核病院に承認 

令和 3 年 4 月 5 日、第 60 回社会保障審議会医療分科会において審議され、

医療法（昭和 23年 法律第 205 号）第 4条の 3 第 1項の規定に基づき、4月 7

日に医学部附属病院が、臨床研究中核病院として承認されました。 

臨床研究中核病院とは、日本発の革新的な医薬品や医療機器の開発に必要と

なる質の高い臨床研究や治験を推進するため、医療法上に位置付けられた国際

水準の臨床研究や医師主導治験の中心的役割を担う病院として位置付けられ

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_04_09_01.html） 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_04_09_02.html） 

 

（４）神戸相楽園のつつじ見学と昼食会のご案内 

神戸大学クラブ（ＫＵＣ）では例年行っております春の見学会につきまして、

昨年はコロナの影響により中止といたしましたが、本年は野外でのつつじ鑑賞

と昼食会として実施することといたしました。名園相楽園の見頃のつつじと、

コロナ対策がしっかりと行われている木曽路湊川店での昼食をお楽しみいた

だきたく、ご案内申し上げます。皆様の多数のご参加をお待ちしております。

ＫＵＣ会員以外でもビジターとして参加可能です。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（http://www.group.kobe-u.ac.jp/gakuyukai/news/2021/20210401.html） 

 

（５）第 12回卒業生交流会を開催 

     第 12 回卒業生交流会が 5月 14 日（金）にオンライン（Zoom）にて開催され

ます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/alumni/tokyo-office-news/ 

No12.html） 

 

http://www.group.kobe-u.ac.jp/gakuyukai/news/2021/20210401.html
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（２）第 3回神戸大学 SDGs フォーラム「大阪・関西万博が導く未来～未来社会の実験

場の実現を考える～」 

神戸大学では 2020 年 2 月に SDGs 推進室を設置し、SDGs の 17 のゴールへの取 

組みをスタートさせました。SDGs の 17 のゴールは、科学技術を基盤として新し

い価値を創造するとともに人を教育することによって、循環型の持続可能な誰一

人取り残さない社会をつくるために設定されています。今回のフォーラムでは、

2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）をテーマに取り上げ、未来社会の実験

場としての万博において大学がSDGs+beyond社会の実現に向けてどのような取り

組みができるかを考えます。 

 

【日時】2021 年 5月 14 日（金）13：00 ～ 17：00 

【場所】WEB オンライン形式で開催します。 

【参加費】無料 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2021_05_14_01.html） 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）治療可能な難病を早期発見する新しい新生児マススクリーニング 

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野の飯島 一誠教授、野津

寛大特命教授、粟野 宏之准教授、山本 暢之助教、坊 亮輔助教、および兵庫医

科大学小児科学の竹島 泰弘主任教授、李 知子講師らは、今回、重症複合免疫

不全症、脊髄性筋萎縮症、ポンペ病、ファブリー病、ゴーシェ病、ムコ多糖症

１型、ムコ多糖症２型の 7疾患を対象として、新生児期に早期に診断するマス

スクリーニング検査を開始しました。この検査で診断された赤ちゃんに対し、

早期に治療を開始することにより、重篤な症状が発症することを抑え込むこと

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/ 

2021_03_30_01.html） 

 

 （２）指の動きのゆらぎに現れる点字の触読技能 

神戸大学大学院人間発達学環境学研究科の野中 哲士教授と、公立はこだて

未来大学の伊藤 精英教授、ミネソタ大学の Thomas A．Stoffregen 教授の国際

共同研究チームは、点字を学ぶ子どもたちを対象とした実験を通して、点字を

読む指の左右の動きの多重時間構造と指の姿勢の不変性という２つの指標か

ら、点字の触読能力を予測できることを発見しました。 

本研究では、点字の触読能力に関与する指の動きの特徴として、ゆらぎの多 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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重時間構造と、紙面に対する指の接触姿勢の不変性という２つの定量的な指標

を世界で初めて同定することに成功しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_03_30_02.html） 

 

 （３）京都グレインシステム株式会社と神戸大学による「トゲドコロイモに含まれるジ

オスゲニンの最適加工条件の検討」産学連携プロジェクトを開始 

京都グレインシステム株式会社と神戸大学大学院人間発達環境学研究科の佐

藤 幸治准教授ら研究チームは、少子高齢化の影響を受けて、アンチエイジング

への関心が高まるなか、「トゲドコロイモ（クーガイモ）に含まれるジオスゲニン

の最適加工条件の検討」を目的としたプロジェクトを 2021 年 3 月より神戸大学

産官学連携本部の協力により開始します。 

「ジオスゲニン」とは 

性ホルモンの分泌の維持が、生活習慣病予防に有効な可能性を持つとして近年 

注目を集めています。「ジオスゲニン」は、DHEA(性ホルモン前駆体)と類似した化

学構造を持っており、山芋類に含有されていて、中でもトゲドコロイモ（クーガ

イモ）に特に多く含有されていることが報告されています。ジオスゲニン含有食

材の長期摂取は、高血糖/インスリン感受性を改善することが判明しており、生

活習慣病の予防効果が期待できます。これを利用したサプリメント・運動療法の

開発により、性ホルモンを増大させることによる、活き活きとした毎日を送るた

めの新たなアプローチが生み出されることが期待されています。 

 

○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_04_01_01.html） 

 

 （４）「体力向上によって改善する学力とは？」 

－苦手科目と得意科目で異なる効果－ 

過去 15 年間にわたる研究によって、子どもの体力と学力の関係が盛んに研

究されてきました。しかしながら、見解は一致しておらず、子どもの体力向上

が学力にプラスに作用するのかどうか未だ結論に至っていない状況にありま

す。この一因を解明するため、本研究では科目の違いに注目しました。その結

果、体力向上が学業成績に与えるプラスの効果は、苦手科目に選択的に認めら

れることが明らかになりました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_04_09_02.html） 

 

 

 （５）微細藻類バイオ燃料：炭水化物を油脂に変換 

神戸大学先端バイオ工学研究センターの加藤 悠一特命助教、蓮沼 誠久教授

らの研究グループは量子科学技術研究開発機構量子ビーム科学部門高崎量子

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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応用研究所の佐藤 勝也上席研究員らと協力して、微細藻類において炭素リソ

ースを炭水化物から油脂に再分配する手法を開発しました。バイオ燃料生産で

の活用が期待されます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_04_09_01.html） 

 

 （６）環境 DNA 解析を用いて長良川・揖斐川におけるアユと冷水病菌の分布を明らか

に！ 

天満 陽奈子氏（現早稲田大学法学部生）をはじめとする岐阜県立岐阜高等学 

校自然科学部生物班の高校生（研究当時）10名と顧問であった矢追 雄一氏（現

静岡県立焼津中央高等学校教諭）ら 4名の高校教諭と、岐阜県水産研究所の大

原 健一専門研究員、神戸大学大学院人間発達環境学研究科の源 利文准教授、

徐 寿明大学院生（現龍谷大学リサーチ・アシスタント）からなる研究グループ

は、河川水の環境 DNA 分析によって冷水病菌とアユの分布状況を調べることに

成功し、春に天然アユが河川を遡上する時期が冷水病への感染の時期である可

能性を見出しました。また、当時高校生であった天満氏が筆頭著者として主に

論文を執筆しました。病原体とその宿主の環境 DNA を同時に検出する手法は他

の感染症にも応用可能であり、自然界での感染症の現状を知るための新たな手

法として発展す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/news/ 

2021_04_12_01.html） 

 

 （７）野生のサギソウ生育地で栽培品種由来の遺伝子を検出 遺伝解析から明らかに

なった、遺伝的撹乱の実態と拡散リスク 

中濵 直之 (兵庫県立大学兼兵庫県立人と自然の博物館)、朝井 健史 (姫路

市立手柄山温室植物園)、松本 修二 (姫路市立手柄山温室植物園)、末次 健司 

(神戸大学)、倉島 治 (国立科学博物館)、松尾 歩 (東北大学)、陶山 佳久 (東

北大学) らの研究グループは、兵庫県内の野生のサギソウ生育地の一部で、栽

培品種そのものもしくは栽培品種との交雑個体が野外で見つかったことを明

らかにしました。つまりサギソウ野生集団で遺伝的撹乱 (遺伝子汚染) が起き

ていたことを解明し、それら遺伝的撹乱株の近隣への拡散リスクを評価しまし

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/ 

2021_04_13_01.html） 

 

 （８）内耳蝸牛由来の活性酸素が加齢・騒音などによる難聴を引き起こす 

    ～ 世界初の難聴治療薬開発へ道 ～ 

神戸大学バイオシグナル総合研究センターの上山 健彦教授と京都府立医科

大学の内耳研究グループは、独自に開発した遺伝子改変マウスを用いて、内耳

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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蝸牛（ないじかぎゅう）での活性産生の発生源細胞（Nox3 発現細胞）を特定し

ました。この活性酸素産生細胞数が、加齢、騒音や聴毒性薬剤により増加し、

加齢（老人）性、騒音性、薬剤性難聴を引き起こすことを明らかにしました。

更に、Nox3 発現を消失した遺伝子改変マウスでは、上記 3種の難聴発症が抑制

されました。 

今後、蝸牛での活性酸素の除去、活性酸素産生の抑制、Nox3 の機能阻害など 

の方法により、世界初の難聴治療薬の開発が期待されます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_04_14_02.html） 

 

 （９）心電図とレントゲンを組み合わせて不整脈疾患を診断する AIを開発― 

神戸大学大学院医学研究科循環器内科の西森 誠医師・木内 邦彦特命助教ら

は、頻脈の原因となる「副伝導路」と呼ばれる心臓内の余分な通路の場所を、

複数の検査データから予測する AIを開発しました。本研究では、心電図や胸部

レントゲン写真といった全く異なる検査結果を AI に学習させることで診断精

度を向上させることができました。本研究の成果をもとに、今後は他の疾患へ

の応用も期待されます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_04_14_01.html） 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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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)」を昨年 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/

