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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）ノエビアスタジアム神戸における新型コロナワクチン大規模接種のための 

産学官連携体制を構築 

 

【２】お知らせ 

（１）令和３年兵庫県功労者表彰を受賞 

（２）第 3回神戸大学 SDGs フォーラムを開催 

（３）食資源教育研究センターの牛が優良賞を受賞 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）光の磁場成分を増強するナノアンテナで未開拓な光学遷移の増強に成功 

 〜新しい光化学反応経路の開拓に期待〜 

 （２）eスポーツの健康・健全な発展を 南海電気鉄道株式会社に協力 

 （３）小惑星で起こった衝突残留熱が、地球の水や生命材料を生み出す水質変成 

や有機物合成を引き起こすか 

（４）免疫チェックポイント阻害薬関連下垂体炎の発症機序の解明 

 〜病態解明、発症予測への期待〜 

（５）4K映像伝送機材を用いた消化器内視鏡映像のリアルタイム伝送実証に成功 

  ～5G×遠隔医療を見据えた医療ソリューション展開の実現に向けた実証実験～ 

（６）地球上最大の巨大海台はなぜできたか？  

 （７）生息地の土から侵害性アリの環境 DNA を検出 

 ―生息域などの特定による適切な防除への応用に期待― 

 

【４】研究者紹介 

（１）尾藤 祐子（BITOH Yuko） 

長期に子どもに寄り添う小児外科 ―国立大学では唯一の女性教授に就任 

 

 

 

 

 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【１】トピックス 

 

【２】お知らせ 

（１）令和３年兵庫県功労者表彰を受賞 

兵庫県では、県政の伸展、公共の福祉増進に功労のあった方、その他広く県民

の模範となった方を、知事が県民を代表して表彰しています。 

本学からは、以下の教員が令和３年兵庫県功労者表彰を受賞しました。 

 

（学術教育功労） 

名誉教授（人間発達環境学研究科） 岡田 章宏 

（健康功労） 

保健学研究科 准教授 長尾 徹 

（１）ノエビアスタジアム神戸における新型コロナワクチン大規模接種のための 

産学官連携体制を構築 

― 国内初の産学官連携、大規模ワクチン接種モデルにより、迅速かつ効率

的な接種を目指す ―- 

神戸大学、神戸大学医学部附属病院、神戸市、東京慈恵会医科大学外科学

講座、SBC メディカルグループ、楽天ヴィッセル神戸株式会社、楽天グループ

株式会社、楽天メディカルジャパン株式会社は、このたび、ヴィッセル神戸

のホームスタジアムであるノエビアスタジアム神戸に新型コロナワクチンの

大規模接種会場を設置し、迅速かつ効率的なワクチン接種オペレーション体

制を連携して構築することを決定しました。 

国内初の産学官連携の大規模ワクチン接種モデルとして、新型コロナワク

チンの迅速かつ効率的な接種を目指します。なお、5月 22 日（土）に接種予

約を、5月 31 日（月）にワクチン接種を開始します。当面は、一日あたり数

千人程度の接種可能数を想定しています。8 者は、すでに設置が決まってい

る会場とも連携し、一刻も早くワクチン接種を進め、一日も早くコロナ禍が

終息するよう、できる限りの連携・協力を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_05_21_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/2021_05_18_01.html） 

 

 （２）第 3回神戸大学 SDGs フォーラムを開催 

5 月 14 日（金）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～」を開催しました。 

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した。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_05_19_01.html） 

 

 （３）食資源教育研究センターの牛が優良賞を受賞 

5 月 14 日（金）、加古川食肉公社食肉センターで令和３年度神戸牛枝肉共励会

が開催されました。 

兵庫県内各地から 30 頭の出品があり、審査の結果、神戸大学（食資源教育研

究センター）の去勢牛が「優良賞」を受賞しました。受賞牛の父は「丸明波」、母

方祖父は「鶴丸土井」の血統で、枝肉重量は 472kg、肉質において高い評価を受

け、最高等級の A5ランクに格付けされました。セリでは単価 3,095 円/kg の値が

つきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３】 研究ニュース 

（１）光の磁場成分を増強するナノアンテナで未開拓な光学遷移の増強に成功 

   〜新しい光化学反応経路の開拓に期待〜 

神戸大学大学院工学研究科の杉本 泰助教（JST さきがけ研究員）、藤井 稔

教授らの研究グループは、高い屈折率をもつ誘電体のナノアンテナを用いて、

“磁気双極子遷移”による発光を大幅に増大する技術の開発に成功しました。 

ナノアンテナは可視から近赤外領域に光学的な共鳴をもつ金属や誘電体の

ナノ構造であり、分子などの光吸収や光放出（発光）を増強することができま

す。従来の金属材料からなるナノアンテナは光の電場成分に強く応答し、主に

“電気双極子遷移”に対して増強効果を示します。しかしながら、もう 1つの

遷移過程である“磁気双極子遷移”については、微弱であるためこれまでほと

んど考慮されませんでした。本研究では、“磁気双極子遷移”を大幅に増強する

誘電体ナノアンテナを開発し、物質の光励起・緩和過程の新しい制御手法を実

https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_05_18_01.html
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証しました。本研究グループは独自に開発したシリコンナノ粒子について、①

直径を数ナノメートルの精度で制御する技術と②磁気双極子発光体を表面に

付加する技術を開発し、10倍以上に増強された磁気双極子遷移発光を実現しま

した。 

本成果は、これまで考慮されなかった光励起・緩和過程を可能にする新しい

技術であり、今後、光の磁場成分を活用した新しい光化学反応経路の開拓につ

ながると期待されます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_05_17_01.html） 

 

（２）eスポーツの健康・健全な発展を 南海電気鉄道株式会社に協力 

神戸大学大学院医学研究科精神医学分野（教授：曽良 一郎）は、南海電気鉄

道株式会社と協力し、ｅスポーツプレーヤーなどが安心かつ健康・健全にｅス

ポーツを楽しめる環境の構築を目指して、インターネット・ゲーム依存対策を

中心としたメンタルヘルスケアについて普及啓発、研究に取り組みます。 

 

○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_05_18_02.html） 

 

 （３）小惑星で起こった衝突残留熱が、地球の水や生命材料を生み出す水質変成や有機

物合成を引き起こすか 

神戸大学大学院理学研究科の保井 みなみ講師、田澤 拓（研究当時：博士前

期課程２年）、橋本 涼平（研究当時：学部４年）、荒川 政彦教授、JAXA 国際宇

宙探査センターの小川 和律主任研究開発員（研究当時：神戸大学技術専門職員）

は、小惑星を模擬した試料を用いて 1km/s 以上の高速度衝突実験を行い、形成

されるクレーター周囲の衝突後の温度分布を計測しました。その結果から、最

高到達温度と加熱継続時間の経験則を確立し、その経験則を組み込んだ熱伝導

モデル計算の結果、小天体の衝突によって発生した衝突残留熱によって、水質

変成や有機物の合成が、小惑星表面で起こる可能性があることを示しました。 

この研究成果によって、小惑星で水質変成や有機物合成が起こる可能性のあ 

る環境が時間的・空間的に大幅に広がることがわかりました。今後、地球に水

や生命の原材料をもたらした可能性のある天体の候補が格段に増えることが

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_05_18_01.html） 

 

 （４）免疫チェックポイント阻害薬関連下垂体炎の発症機序の解明 

    〜病態解明、発症予測への期待〜 

奈良県立医科大学糖尿病・内分泌内科学講座の高橋 裕教授、神戸大学医学部 

附属病院糖尿病・内分泌内科の蟹江 慶太郎医員らの研究グループは、腫瘍にお

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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ける異所性 ACTH 発現によって自己免疫が惹起され ACTH 単独欠損症をきたすと

いう、免疫チェックポイント阻害薬関連下垂体炎の発症機序の一端を明らかに 

しました。 

免疫チェックポイント阻害薬の使用頻度は増加してきており、免疫チェック 

ポイント阻害薬関連下垂体炎の発症機序が明らかになることで、今後様々な免

疫関連有害事象の病因・病態解明、発症予測につなが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_05_24_01.html） 

 

 （５）4K映像伝送機材を用いた消化器内視鏡映像のリアルタイム伝送実証に成功 

    ～5G×遠隔医療を見据えた医療ソリューション展開の実現に向けた実証実験～ 

神戸大学、香川大学、高知赤十字病院、オリンパス株式会社、株式会社 NTT

ドコモは、2021 年 3月 30 日（火）、モバイルを活用した遠隔医療支援を目的と

し、高精細映像伝送システムを用いた 4K 映像による消化器内視鏡映像のリア

ルタイム伝送の実証実験に成功しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_05_24_03.html） 

 

 （６）地球上最大の巨大海台はなぜできたか？ 

オントンジャワ海台は西太平洋の赤道付近に位置する巨大な海底の高まりで、 

広さは日本国土の 4倍以上に及びます。約 1億 2千万年前に極めて激しい海底火

山活動によって形成され、当時の地球環境を激変させたと考えられています。し

かし、海台の地下構造が調査されていなかったため、火山活動の原因は未解明で

した。 

東京大学地震研究所の一瀬助教、海洋研究開発機構の末次上席研究員らの研 

究グループは、海台の地下構造を推定するためにオントンジャワ海台を含む海域

で実施された海底地震観測のデータを使用して、オントンジャワ海台下でプレー

トの底が周囲より 40km 深いことを明らかにしました。さらにオントンジャワ海

台の岩石学的な研究結果を考え合わせて、オントンジャワ海台の火山活動は地球

本実証実験のイメージ 

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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深部から上昇してきた熱組成プルームによることを提案し、地表に噴出したマグ

マの融け残りが海台に貼り付いてプレートが厚くなったことを世界で初めて示

しました。この成果は白亜紀の地球環境変動の理解を深めるだけでなく、将来発

生する巨大火山活動の発生メカニズムや地球環境変動への影響を予想するため

の指標となるものです。 

東京大学地震研究所、海洋研究開発機構、神戸大学は、最新鋭の機動型広帯域

海底地震計 23 台と 2 点の島上地震観測からなるオントンジャワ海底地球物理観

測網（OJP array）を構築し 2014 年終わりから 2017 年始めにかけて、オントン

ジャワ海台直上およびその周辺海域での広帯域地震観測を世界で初めて実現し、

オントンジャワ海台とその周辺の上部マントルの地震波構造を解明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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_05_24_02.html） 

 

 （７）生息地の土から侵害性アリの環境 DNA を検出 

    ―生息域などの特定による適切な防除への応用に期待― 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の矢指本 哲大学院生（当時）、源利 文

准教授らと、工学研究科の尾崎 まみこ客員教授ら、元京都府保健環境研究所の

中嶋 智子の研究グループは、長年アルゼンチンアリの被害に悩まされてきた

神戸ポートアイランドと京都市伏見区の生息地の表土を試料として同アリ種

の環境 DNA の検出に成功しました。 

今後、この技術を応用することにより、ヒアリなど世界各地に拡がり甚大 

な被害を及ぼす侵害性アリについて種ごとにその生息規模や活動領域を簡便

かつ正確に把握することが可能になり、侵害性アリの防除計画にこの技術を組

み入れることで的確な計画の策定と防除効果が期待されます。   

 

○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_05_26_01.html） 

本研究で使用した地震観測点とオントンジャワ海台の位置 

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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【４】研究者紹介 

（１）尾藤 祐子（BITOH Yuko） 

大学院医学研究科 外科学講座小児外科学分野 

長期に子どもに寄り添う小児外科 ―国立大学では唯一の女性教授に就任 

小児外科は先天異常を持って生まれた新生児をはじめ、幅広い年齢のこどもた 

ちを手術で治療し、成人後までの長期にわたって成長に伴う変化をフォローする、

息の長い医療が特徴です。不安を抱えるこどもや家族にも寄り添う必要があり、

高度で繊細な手術の技術はもちろん、高い人間力も求められます。 

  神戸大学医学部では 2021 年 5 月に新しく小児外科に教授職が配置され、准教

授から初代教授に就任した尾藤 祐子・特命教授は、この分野では日本の国立大

学で唯一の女性教授です。小児外科の特色と神戸大学の小児外科学分野が目指す

ものを聞きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

researcher0014.html） 

 

 

 

 

  

手術室で執刀する尾藤特命教授（中央） 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/people/
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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。 

 

 また、KU-Netの説明動画をYouTubeにアップしておりますので併せてご覧ください。 

（https://youtu.be/ZqHCVW0VsuU） 

 

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://youtu.be/ZqHCVW0VsuU
https://www.kobe-u.com/alumni/

