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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）神戸大学広報誌「風」17号を発行 

 （２）医学部附属病院「光免疫治療センター」の設置ならびに医学部附属病院国際

がん医療・研究センター（ICCRC）「頭頸部イルミノックス外来」の開始 

 （３）数理・データサイエンスセンターが提供している教育プログラム「神戸大学 

数理・データサイエンス・AI教育プログラム（リテラシーレベル）」が、文

部科学大臣の認定を受けました 

 （４）神戸市、三井住友銀行とスタートアップ・エコシステム形成促進に関する協

定を締結 

 （５）“オンライン相続/遺贈セミナー(参加費無料・事前予約不要)”のご案内～ 

 

【２】お知らせ 

 （１）神戸大学（食資源教育研究センター）の牛が最優秀賞と優秀賞を受賞 

 （２）附属中等教育学校の生徒が「国際統計ポスターコンテスト」の Younger age 

division（2004 年生まれ以下の生徒）部門で優勝 

 （３）Visegrad Project Concluding Conference を開催 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）温暖化に対する都市緑化樹の耐性・順応性を調査 

（２）羽田空港で感染症対策システム「ウイルスフリーエア」の実証実験を開始 

 ～空港におけるウイルス除去効果を国内初検証～ 

 （３）住民の山離れを防ぐ手がかりとなる幸福度を測定 

 ～森林とのかかわり方と幸福の関連～ 

 （４）メダカはインド亜大陸に乗ってやって来た 

 ～メダカ科魚類の網羅的系統解析～ 

 （5）未診断のギッテルマン症候群が日本人に多い可能性が判明 

 ― ゲノムデータベースから民族別の有病率を推算 ― 

 

【４】受賞 

 （１）源 利文教授が第 21回 生態学琵琶湖賞を受賞 

 

 

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）神戸大学広報誌「風」17号を発行 

神戸大学広報誌「風」の 17号を発行しました。 

巻頭の第 1特集は、『異分野で「共創」し、「協働」する新たな卓越研究教育

事業』。藤澤新学長に、就任の抱負と、神戸大学がめざす未来像についてお話を

うかがいました。 

第 2特集は、産官学連携本部の竹内 俊文教授が発見した、「涙で乳がんを検

出する検査法」を取り上げています。 

[神大生の挑戦] では、2020 年度全日本大学選手権でベスト 8を達成した漕

艇部の学生にインタビューしました。 

その他にも、神戸大学の最先端の取り組みや、活躍する卒業生、新型コロナ

ウイルス感染症対策など、様々なコンテンツを掲載しています。是非ご覧にな

って、広報課に感想をお寄せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_07_21_02.html） 

 

（２）医学部附属病院「光免疫治療センター」の設置ならびに医学部附属病院国際 

がん医療・研究センター（ICCRC）「頭頸部イルミノックス外来」の開始 

医学部附属病院「光免疫治療センター」の設置ならびに医学部附属病院国

際がん医療・研究センター（ICCRC）「頭頸部イルミノックス外来」の開始に

ついて、7月 29 日（木）に記者会見を行いました。 

「光免疫治療センター」は、7 月 1 日に医学部附属病院に設置され、光免

疫治療の安全性と有効性を検討するとともに、他の診療分野にも適応できる

よう研究開発を行います。「頭頸部イルミノックス外来」は、同じく 7月から

ICCRC で開始され、医学部附属病院では、既に約 40件ほどの問い合わせを受

けています。 
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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_07_30_01.html） 

 

（３）数理・データサイエンスセンターが提供している教育プログラム「神戸大学数

理・データサイエンス・AI教育プログラム（リテラシーレベル）」が、文部科

学大臣の認定を受けました 

数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（リテラシーレベル） 

は、学生の数理・データサイエンス・AIへの関心を高め、かつ、それを適切に

理解し活用する基礎的な能力を育成するため、数理・データサイエンス・AIに

関する知識及び技術について体系的な教育を行う大学等の正規の課程（教育プ

ログラム）を文部科学大臣が認定及び選定して奨励するものです。これにより

数理・データサイエンス・AI に関する基礎的な能力の向上をはかり、データを

活用した課題発見・課題解決の能力を育成します。 

なお、認定等の有効期限は令和 8年 3月 31 日までです。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（http://www.cmds.kobe-u.ac.jp/news/2021/2021_literacy/index.html） 

 

（４）神戸市、三井住友銀行とスタートアップ・エコシステム形成促進に関する協定

を締結 

産官学連携による「ヒト・モノ・カネ」の支援体制構築へ 

8月 2日（月）、本学は神戸市、三井住友銀行と起業家の育成や資金提供、人 

材交流などでスタートアップ（新興企業）を支援する産官学の連携協定を締結

しました。 

創業の資金支援面について、三井住友銀行などの出資を受けて年内に新たな 

ベンチャー育成ファンドを創設し支援を行い、投資候補先の情報を共有するこ

とで、連続的な資金提供の機会を創出します。 

また、神戸市の人材マッチング支援と合わせることで、大学の研究者や、企

業のエンジニア、デザイナーなど、高度専門人材のマッチングにも取り組みま

す。さらに年内に共同でプロジェクトチームを立ち上げ、本学の学生や県内の

起業家らへ、創業に関する助言や指導などを行い、効果的なビジネスシーズ事

業化を進めます。 
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【２】お知らせ 

 （１）神戸大学（食資源教育研究センター）の牛が最優秀賞と優秀賞を受賞 

7 月 16 日（金）、加古川食肉公社食肉センターで開催された第 224 回神戸肉枝

肉共励会にて、神戸大学（食資源教育研究センター）の雌牛 2頭が、出品牛 30頭

の中で、「最優秀賞」と「優秀賞」を受賞しました。 

受賞した 2頭の父はいずれも「宮喜」で、兵庫県下で希少となっている城崎系 

統の流れを汲む血統でのダブル受賞は、但馬牛の改良にとっても大きな意味をも

つものと考えられます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_07_21_01.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_08_06_01.html） 

 

 （５）“オンライン相続/遺贈セミナー(参加費無料・事前予約不要)”のご案内～ 

皆様には神戸大学基金を通じて大学の発展のためにご協力をいただき誠に

ありがとうございます。  

今年度の「相続/遺贈セミナー」は、新型コロナウイルスの影響に鑑み、オン 

ライン(動画配信)で開催します。本学の卒業生で、三井住友信託銀行の主任財

務コンサルタントが、相続や遺贈のポイントをわかりやすくご説明します。オ

ンラインセミナー(動画配信)のため、皆様のご都合のよいタイミングでご覧い

ただけます。参加費無料・事前予約不要ですので、ぜひご覧ください(2022 年

3月末まで公開予定）。 

動画をご覧いただき、ご質問・ご相談されたい内容がございましたら、個別

相談も承っております。 

 

【相続/遺贈セミナー(オンライン)のページ】 

https://www.office.kobe-u.ac.jp/kikin/news/2021/izou2021.html 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_08_06_01.html
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 （２）附属中等教育学校の生徒が「国際統計ポスターコンテスト」の Younger age 

division（2004 年生まれ以下の生徒）部門で優勝 

附属中等教育学校の 10回生 4年、小川 千遥さん、山本 望実さん、脇阪 紀

恵さんの 3名が制作した "Correlation between Winning Percentage in Home 

Stadium and Environmental and Crowd Pressure"が日本代表として、世界大

会への出場権を獲得。世界大会での厳正な審査の結果、2021 年 7月 16 日(金)、

Younger age division (2004 年生まれ以下の生徒)部門で、International 

winners(1st prize)に選出されました。 

ISLP(International Statistical Literacy Project 国際統計リテラシープ 

ロジェクト)は、IASE(International Association for Statistical Education 

国際統計教育協会)のプロジェクトの 1つです。世界 30か国以上から 16000 名

以上が参加する国際大会です。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_07_21_03.html） 

 

 

（３）Visegrad Project Concluding Conference を開催 

神戸大学は、7月 23 日（金）に、Visegrad Project Concluding Conference 

“Comparing Responses to Global Transformations – Regime Changes in the 

V4 and Japan”をオンラインで開催しました。 

神戸大学は 2020 年に Visegrad Grants に採択され、同年 10月から、体制変動

を経験しながらグローバル化に対応する中東欧と日本の事例を比較し、コロナ禍

以降の社会体制のあり方やグローバル社会について学ぶコースを開講していま

す。本コースは、V4 諸国の協定校である、ヤゲウォ大学（ポーランド）、エトヴ

ェシュ・ロラーンド大学（ハンガリー）、コメニウス大学（スロバキア）、カレル

大学（チェコ）の研究者と協力し運営しています。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_07_30_02.html） 

 

【３】 研究ニュース 

（１）温暖化に対する都市緑化樹の耐性・順応性を調査 

神戸大学大学院農学研究科の石井 弘明准教授ら研究グループと住友林業株式

会社は、共同で、日本国内の緑化樹種 9種について、高温下での生理的反応を明

らかにしました。 

本研究の目的は都市緑化樹種が高温環境にどれだけ耐えられるかを解明し、都

市の温暖化に適応した緑化を推進することで、今後、本研究成果が脱炭素社会へ

の実現に貢献していく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_07_21_01.html） 

 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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 （２）羽田空港で感染症対策システム「ウイルスフリーエア」の実証実験を開始 

～空港におけるウイルス除去効果を国内初検証～ 

神戸大学産官学連携本部の長廣 剛特命教授ら、日本空港ビルデング株式会

社、東京電力エナジーパートナー株式会社および日本ファシリティ・ソリュー

ション株式会社の 4 社は、2021 年 7 月 18 日から羽田空港内において、空気清

浄ユニット「ウイルスフリーエア」によるウイルス除去効果、ならびに空調シ

ステムの省エネ効果の実証実験を開始しました。 

「ウイルスフリーエア」は、室内の空気を取り込み、冷陰極管「CCFL（Cold 

Cathode Fluorescent Lamp）」を光源とした紫外線を照射することで、空気中の

ウイルス等を除去するとともに、空気そのものを低濃度オゾン化してウイルス

除去能力を持たせ、その空気を循環させる空気清浄ユニットです。 

また「ウイルスフリーエア」は、上下約 4ｍのパイプを持ち、天井・床付近

に滞留する空気を取り込み、約 2.2ｍの高さから排気・循環させることで、空

間上下で発生する温度差等を空調として利用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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_07_26_01.html） 

 

 （３）住民の山離れを防ぐ手がかりとなる幸福度を測定 

    ～森林とのかかわり方と幸福の関連～ 

森林は人間に様々な恩恵、つまり生態系サービスを与えてくれますが、日本の

林業はここ数十年にわたって不振が続き、住民の「山離れ」が進んでいます。 

そうした中、総合地球環境学研究所を中心とした研究チームは、それぞれが幸

福だと考え感じる程度を測る「主観的幸福度」という指標に着目。住民の森林関

連活動が森林に関する主観的幸福度にどのような影響を与えるかを調べ、どうす

れば住民と森林とのつながりを回復することができるか、その方策を探りました。 

研究チームが 2018 年 3 月に滋賀県野洲川上流域で行ったアンケート調査の結

果を解析したところ、農業・林業への従事、動植物観察、森林管理は、幸福度を

高める傾向がみられた一方、森林所有は森林に関わる幸福度を低下させる傾向が

みられました。その理由は、森林の資産価値が低下し、森林管理の負担感が大き

くなっていることであると推測されます。今後、こうした解析結果に基づいた施

策を講じることにより、森林とのつながりを回復できる可能性が考えられます。 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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○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_08_02_01.html） 

 

（４）メダカはインド亜大陸に乗ってやって来た 

 ～メダカ科魚類の網羅的系統解析～ 

琉球大学、東北大学、長浜バイオ大学、和歌山工業高等専門学校、神戸大学、

東山動植物園、沖縄科学技術大学院大学（OIST）、農業・食品産業技術総合研究機

構、国際農林水産業研究センター、京都大学、国立遺伝学研究所ら国内の 13 の

研究機関、ならびにインド、ベトナム、ラオス、ミャンマー、タイ、およびイン

ドネシアの 6カ国 7つの研究機関から成る国際共同研究チームは、世界中からメ

ダカ科魚類を収集し、ミトコンドリア全ゲノムと 5つの核遺伝子の塩基配列の解

析から、メダカ科魚類のルーツに迫りました。その結果、西インドの西ガーツ地

方に固有のセトナイメダカ（Oryzias setnai）が、メダカ科魚類の系統進化の中

で最も古くに分岐した種であり、その他の東南アジアや東アジアの種は、全てセ

トナイメダカと姉妹関係にあることがわかりました。 

 

○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_08_04_01.html） 

 

（５）未診断のギッテルマン症候群が日本人に多い可能性が判明 

     ― ゲノムデータベースから民族別の有病率を推算 ― 

神戸大学大学院医学研究科の近藤 淳医員、野津 寛大教授らは、ゲノムデー

タベースを用いて各民族におけるギッテルマン症候群の有病率を推算しまし

た。その結果、日本人では他民族より多く、約 1000 人に 1.7 人と既報（約 4万

人に 1人）よりもはるかに多くの患者が存在する可能性が示唆されました。 

本疾患は基本的には命に関わるような重篤な症状は認めないものの、日常生 

活に支障をきたす倦怠感など、生活の質を著しく低下させ、まれに不整脈を含

む腎外合併症を伴う可能性のある疾患です。血液検査を行わないと診断できな

いため、症状があるにもかかわらず正しく診断されていない患者が多数存在す

る可能性が示されました。 

 

      ○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_08_10_01.html） 

 

【４】受賞 

 （１）源 利文教授が第 21回 生態学琵琶湖賞を受賞 

人間発達環境学研究科の源 利文教授が、第 21 回 生態学琵琶湖賞を受賞し

ました。 

同賞の実施主体である一般社団法人 日本生態学会の HP によると、「生態学

琵琶湖賞」は、水環境に関連する生態学およびその周辺分野における 50歳未満

の優れた研究者に贈られる賞で、滋賀県によって 1991 年に創設され、第 15回

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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より日本生態学会が実施主体となりました。 

厳正な選考の結果、「第 21 回 生態学琵琶湖賞」に、本学の源 利文教授と、

総合地球環境学研究所・東京大学大学院総合文化研究科・准教授の吉田 丈人氏

が選ばれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_07_30_01.html） 

 

 

  

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

