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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。 

 

９月も半ばとなり，朝晩は過ごしやすくなりましたが，皆様いかがお過ごしでしょうか。 

                                                                  

★「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)」に在学生の登録が増えてきています。 

 ネットワークを通じて卒業生と在学生が連絡を取り合える機能を有していますので，卒業

生のみなさまも，奮って登録をお願いいたします。 

 登録いただく折，又は登録内容の更新の際に「OB・OG 訪問」受付可能とすることにより在

学生との交流が可能となります。 

在学生にとって，先輩である卒業生の皆様との接点はとても貴重なものです。もし，OB・OG

訪問を受けていただける方は，KU-Netログイン後，利用設定の「OB・OG訪問を受ける」にチ

ェックし，保存すると設定完了となります。 

 

 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。 

 

 

***** インフォメーション ******************************************************* 

【 1 】お知らせ１ ～インターネットラジオ配信をスタートします～ 

【 2 】お知らせ２ ～食道の通過障害を起こす「食道アカラシア」の新治療法（POEM）を関

西で初めて導入しました～ 

【 3 】お知らせ３ ～サンフランシスコ支部同窓会がﾞ開催されました（2016.8.21）～ 

【 4 】お知らせ４ ～発達科学部の多田羅光樹さんがカヌーマラソン U23日本代表として世

界選手権大会に出場します～ 

【 5 】ニュース１ ～[附属中等教育学校]瀧本家康教諭が 2016年度日本気象学会奨励賞を受

賞しました～ 

【 6 】ニュース２ ～細胞老化を制御する遺伝子の同定に成功－抗がん剤治療・アンチエイ

ジング製品開発等への貢献の可能性－～ 

【 7 】ニュース３ ～認知症の早期発見・早期介入をめざす「神戸モデル」構築に向けた共

同研究を開始します～ 

【 8 】ニュース４ ～シスメックス株式会社から国際がん医療・研究センター（仮称）開設

準備費用に関する寄附目録を贈呈いただきました～ 

【 9 】ニュース５ ～ケンタウルス族小天体のリングの起源を解明～ 
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【 10 】ニュース６ ～植物の側根の分裂組織を構築する仕組みの一端を明らかに －3Dライ

ブイメージング技術を用いた新手法で－～ 

********************************************************************************** 

 

【 1 】お知らせ１------------------------------------------------------------------- 

～インターネットラジオ配信をスタートします～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学は，今年 7月に神戸市中央区に開局したインターネットラジオ局「RadiCro(レディ

クロ)」で，9月から番組配信をスタートしました。 

全国の高校生，一般の方，企業の方等を主なターゲットとした週１回（30分）の番組に，教

職員や学生等が出演し，神戸大学の魅力を発信します。学生パーソナリティがキャンパスライ

フや受験エピソードなどもお届けしていきますので，是非お聞きください。なお，過去に放送

された番組は，神戸大学ウェブサイト および「RadiCro」でいつでもどこでも視聴可能です。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/media/2016_08_29_01.html） 

 

関連リンク 

・RadiCro(レディクロ)インターネットラジオ放送局     

  ・大学ウェブサイト内番組紹介ページ 

 

【 2 】お知らせ２------------------------------------------------------------------- 

～食道の通過障害を起こす「食道アカラシア」の新治療法（POEM）を関西で初めて導入しまし

た～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学医学部附属病院消化器内科では，2015年 4月に食道アカラシアに対する内視鏡治療

（POEM）を関西で初めて導入しました。これまで約 70例の食道アカラシア患者さんに同手術を

施行し，良好な治療成績を得られています。現在，関西地域で POEMが受けられるのは神戸大学

医学部附属病院のみです。2016年 4月より健康保険が適用され，金銭的にもこの治療が受けや

すくなりました。 

  

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_09_05_01.html） 
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関連リンク 

・神戸大学医学部附属病院 > 消化器内科     

  ・医学研究科内科学講座 消化器内科学分野 

 

【 3 】お知らせ３------------------------------------------------------------------- 

～サンフランシスコ支部同窓会がﾞ開催されました（2016.8.21）～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

去る８月２１日（日）に神戸大学サンフランシスコ同窓会の夏の BBQが開催されました。 

晴天に恵まれ，いつものメンバーも初めて参加の方もふくめ，総勢３６人で楽しいひと時が

すごせました。 

同窓会名物の熟成ビーフは昨年に引き続き同窓生間で技の継承があったり，焼きおにぎり，

チキン，ポークリブ，サーモンなどバラエティ豊かな食材が並び，皆さん堪能されたようです。 

これもまた恒例のスイカ割りは，小さなお子さんたちが一生懸命挑む姿が可愛らしく，一方

大人の部では，興奮しすぎて（？！）スイカを割るための棒が２本も折れるなどのアクシデン

トもありました。これを機に新しいメンバーの皆さんもこのサンフランシスコベイエリアの地

に馴染んでいっていただけたら，と思います。 

 

    

 

【 4 】お知らせ４------------------------------------------------------------------- 

～発達科学部の多田羅光樹さんがカヌーマラソン U23日本代表として世界選手権大会に出場し

ます～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

9 月 16 日(金)から 18 日(日)までドイツ・ブランデンブルグで行われるカヌーマラソン世界

選手権大会に，発達科学部人間行動学科 3年生の多田羅光樹さんが男子カナディアン U23日本

代表として出場します。多田羅さんは初めて日本代表として選ばれ，世界大会初出場となりま

す。 

 

・多田羅さんのコメント：  

「この度，カヌーマラソンの U23の代表に選ばれました。世界選手権への出場は初めてです

http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/
http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/consultation/guide/department/syouka.html
http://www.med.kobe-u.ac.jp/gi/
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_09_09_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_09_09_03.html
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が，世界での挑戦を経て，自己のレベルアップ，競技の周知ができるように実力を出し切り，

今回の大会への援助や応援をしてくださった方々にいい結果を報告できるように頑張ります。

応援よろしくお願いします」 

 

関連リンク 

・公益社団法人日本カヌー連盟(japan canoe federation) 

・世界に挑む神大生―カヌーマラソン U23 日本代表・多田羅光樹さん(学生広報チーム取材

記事) 

・神戸大学カヌー部 

 

【 5 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～[附属中等教育学校]瀧本家康教諭が 2016年度日本気象学会奨励賞を受賞しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

2016年8月25日に本学附属中等教育学校の瀧本家康教諭が「2016年度日本気象学会奨励賞」

を受賞しました。受賞業績は「大学ならびに地域と連携した気象防災教育の実践」です。日本

気象学会は，研究を本務としない方々が行う調査や研究を奨励するために，「日本気象学会奨

励金」制度を 1970年に設けました 。その後，実践的な気象教育を進めている方々にも奨励す

るように選考範囲を拡げ，さらに 1998年には「奨励金」を表彰に重点を移した「奨励賞」と改

め，毎年 3件程度の表彰をしています。 

今回，受賞対象となった瀧本家康教諭は，附属中等教育学校における卒業研究において，生

徒とともに大学と連携した神戸市の気象・気候調査を実施し，その成果を学会等で発表してき

ました。さらに，神戸地方気象台と連携し，気象庁ワークショップモデル校として，気象防災

教育の実践を実施し，その普及に努めています。 

 

関連リンク 

・(公社)日本気象学会 

・2016年度奨励賞の受賞者(詳細) 

 

【 6 】ニュース２------------------------------------------------------------------- 

～細胞老化を制御する遺伝子の同定に成功－抗がん剤治療・アンチエイジング製品開発等への

貢献の可能性－～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学バイオシグナル総合研究センターの鎌田真司教授，長野太輝研究員らと，国立がん

研究センター研究所難治進行がん研究分野の江成政人ユニット長の研究グループは，肝がん細

胞を濃度の異なる抗がん剤で処理することにより，アポトーシス細胞と老化細胞を誘導し，遺

伝子の発現レベルを比較することで，細胞老化を制御する遺伝子の同定に成功しました。今後，

これらの遺伝子の活性を抑制する薬剤を開発することで，効果の高い新たな抗がん剤の開発や，

抗老化薬としての利用が期待されます。この研究成果は，8月 22日に，「Scientific Reports」

にオンライン掲載されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_09_05_02.html） 

 

 

http://www.canoe.or.jp/tournament/2016/2016_canoemarathon.html
http://www.kobe-u.ac.jp/info/public-relations/student-volunteer/2016_09_09_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/info/public-relations/student-volunteer/2016_09_09_01.html
https://sites.google.com/site/kobecanoe4/home
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_09_01_01.html
http://www.metsoc.jp/2016/08/25/6882
https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2016/08/a9d1bebaf6cd120fdb065fb836201ecf.pdf
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_09_05_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_09_05_02.html
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関連リンク 

・バイオシグナル総合研究センター>シグナル統合経路研究部門      

  ・国立がん研究センター>研究所 

 

【 7 】ニュース３------------------------------------------------------------------- 

～認知症の早期発見・早期介入をめざす「神戸モデル」構築に向けた共同研究を開始します～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

世界保健機関(WHO)神戸センターと神戸大学は，認知症の早期発見・早期介入をめざす統合的

な「神戸モデル」構築に向けた 3年間の共同研究「認知症の社会負担軽減に向けた神戸プロジ

ェクト」を開始します。 

 本研究では，共同研究チームが神戸市の協力のもと，神戸市民を対象としたスクリーニング

調査とコミュニティにおける認知症啓発プログラムを通じて，認知症の早期発見，早期治療の

実現をめざします。 

 

・プレスリリース資料(PDF)  

 

関連リンク 

・神戸大学医学部附属病院 > 臨床研究推進センター       

  ・WHO神戸センター 

 

【 8 】ニュース４------------------------------------------------------------------- 

～シスメックス株式会社から国際がん医療・研究センター（仮称）開設準備費用に関する寄附

目録を贈呈いただきました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

平成 28 年 9 月 2 日，シスメックス株式会社 家次代表取締役会長兼社長より武田学長に対

して，本学が平成 29 年 4 月設置に向けて準備を進めている国際がん医療・研究センター（仮

称）の建物取得費，建物改修等の開設準備費用に関する寄附目録が贈呈されました。 

本学では機能強化の一つとして，神戸大学大学院医学研究科・医学部において，次世代の後

継者に活躍の場を広げていくために，神戸医療産業都市とさらなる連携を強化しながら，ポー

トアイランド地区に診療・研究・教育の新たな拠点として，平成 29年度に国際がん医療・研究

センター（仮称）を設置し，がんに対する先進的外科的治療の推進，さらには次世代医療，新

規医療機器の研究・開発，国際的な医療研究ならびに教育の拠点を形成し，グローバル化を目

指します。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_09_08_03.html） 

 

【 9 】ニュース５------------------------------------------------------------------- 

～ケンタウルス族小天体のリングの起源を解明～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻の大学院生･兵頭龍樹さん，大槻圭史教授，東京工業大

学地球生命研究所の玄田英典特任准教授，パリ地球物理研究所/パリ・ディドゥロ大学のシャノ

ーズ教授の研究グループは，ケンタウルス族と呼ばれる小天体がもつリングの起源を明らかに

しました。本研究の結果は他にもリングをもつケンタウルス族天体が存在することを示唆して

http://www.biosig.kobe-u.ac.jp/
http://www.biosig.kobe-u.ac.jp/research_division2.html
http://www.ncc.go.jp/jp/
http://www.nccri.ncc.go.jp/
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_09_08_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/documents/NEWS/research/2016_09_08_01_01.pdf
http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/
http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/chiken/00chiken_top.html
http://www.who.int/kobe_centre/ja/
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_09_08_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_09_08_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_09_08_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_09_08_02.html
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おり，今後のさらなる観測による発見が期待されます。この研究成果は，8 月 29 日に，

Astrophysical Journal Lettersにオンライン掲載されました。また，アメリカ天文学会発行

学術雑誌の Research Highlightsのページで紹介されました。 

 

  

    

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_09_08_02.html） 

 

【 10 】ニュース６------------------------------------------------------------------ 

～植物の側根の分裂組織を構築する仕組みの一端を明らかに －3D ライブイメージング技術を

用いた新手法で－～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学大学院理学研究科の深城英弘教授，郷達明特命助教(現・奈良先端科学技術大学院大

学助教)らと，ノッティンガム大学(英)，モンペリエ大学(仏)の研究グループは，3D ライブイ

メージング技術をもちいて，植物の側根の形成過程を観察し，根の分裂組織が新たに構築され

る仕組みの一端を明らかにしました。 

今後，植物が根を増やす仕組みがさらに解明できれば，将来さまざまな農作物や園芸品種な

どにおいて，根系の発達を人為的に変化させることで，植物の成長を調節できるようになるこ

とが期待されます。 

この研究成果は，8月 10日に，「Development」にオンライン掲載されました。  

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_09_13_01.html） 

 

 

★学友会のホームページ 

（http://www.kobe-u.com/alumni/） 

 

■無断での転載，再配布を禁止します。 

(支部所属の会員の皆様にもお知らせください)  

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_09_08_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_09_13_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_09_13_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_09_13_01.html
http://www.kobe-u.com/alumni/
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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課内 

         TEL 078-803-5042  FAX 078-803-5024 

E-mail:plan-gakuyukai@office.kobe-u.ac.jp                              


