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クローズアップ Top Leaders Award for Female Faculty Members
令和元年度女性研究者トップリーダー顕彰
顕彰者決定

唯　美津木 
理学研究科（物質理学専攻） 教授

固体触媒は、物質やエネルギーを生み出す反応の要となる
物質であり、多くの化学反応プロセスで触媒が用いられてい
ます。時々刻々反応が進んでいく際の、触媒の複雑な構造や
ダイナミックな働きを直接捉えることは依然として難しく、
触媒上で起こる反応や現象、劣化などの実像はブラックボッ
クスのままです。私たちは、触媒の真の姿を3次元的に可視
化することのできるXAFSイメージング法の開発に世界に
先駆けて取り組み、触媒をはじめとする機能性物質のダイナ
ミックな働きを可視化し、新しい物質設計につなげる反応イ
ンフォグラフィーの科学に取り組んでいます。

令和元年度「女性研究者トップリーダー顕彰」の顕彰者
5名が決まりました。同顕彰は、研究業績や研究能力が優れ
ているだけでなく、近い将来、本学の役員や管理職として活
躍することが期待される女性研究者を顕彰するものです。

10月1日（火）に総長応接室で授与式を執り行いました。
ここでは、顕彰を受けた5名の女性研究者の研究内容を紹介
します。

授与式にて（左から松尾総長、神谷准教授、唯教授、�
田中准教授、野中准教授、束村副理事、髙橋理事）

オペランドCT-XAFS法で可視化した発電中の燃料電池
電極触媒の酸化状態3次元マップ

竹中 千里  
生命農学研究科 教授

森林生態系における微量元素動態の解明をテーマに研究を
行っています。銅、亜鉛、鉄、マンガンといった微量元素は
植物の必須元素ですが、森林では土壌中に十分に含まれてい
るわけではありません。森林に生育する植物が、これらの元
素を効率よく吸収し、生態系内で循環させて利用する「植物
の微量元素戦略」を解明したいと思っています。また、植物
の中には、ある金属元素を特異的に高濃度に地上部に集積す
る種があり、研究成果の社会還元として、それらを用いた
汚染土壌の浄化方法の確立に取り組んでいます。一例とし
て、コシアブラの根におけるセシウム吸収メカニズムを解明
し、放射性セシウム汚染土壌の浄化に貢献したいと思ってい
ます。

神谷 由紀子 
工学研究科 准教授

遺伝子発現を制御する機能性核酸の設計と医療応用をテー
マに研究をしています。RNAの機能を制御する機能性核酸
として、アンチセンス核酸やsiRNAが知られています。こ
れらを、疾患の原因となるタンパク質をコードするメッセン
ジャーRNAやマイクロRNAを標的として設計することで、
医薬品への応用が期待できます。2012年に本学に助教とし
て着任したことを契機に、人工核酸による核酸医薬の開発に
向けたプロジェクトをスタートしました。これまでの研究の
中で、核酸医薬の課題（分解耐性・活性の向上・副作用の抑
制など）を克服する優れた分子設計を見いだすことに成功し
ました。現在、人工核酸による核酸医薬の実用化を目指し、
様々な分野と融合研究を展開しています。
http://www.chembio.nagoya-u.ac.jp/labhp/bioanal3/
index.html
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Top Leaders Award for Female Faculty Members
令和元年度女性研究者トップリーダー顕彰
顕彰者決定

田中 憲子 
総合保健体育科学センター 准教授

身体活動や運動の不足は、喫煙と同等に健康に負の影響を
及ぼし、1年につき、全世界の500万人以上の死亡と関連
しています。身体活動や運動の遂行には骨格筋が必要不可欠
ですが、加齢に伴い骨格筋は萎縮し、筋内へ霜降り状に脂肪
が蓄積していきます。このような変化は、身体活動量の低下
を促進します。そこで、身体活動や運動が心身の健康に及ぼ
す効果について体幹部骨格筋の量的・質的観点から評価する
とともに、社会還元として、地域在住高齢者や本学教職員を
対象に、運動プログラムを提供しています。

野中 千穂 
基礎理論研究センター 准教授

物質の最小構成要素はクォークです。クォークは通常、原
子核を構成する陽子や中性子の中に閉じ込められています。
ところが、高温度・高密度といった極限条件では閉じ込めら
れていたクォークがばらばらとなり、クォーク・グルーオン　
プラズマ（QGP）状態が実現します。このクォークの状態
変化は、水の状態変化に例えることができます。この相転移
は、実際にはビッグバン終了後10万分の1秒後に約2兆度
で起こったと考えられています。この夢の物質QGPの解明
を目指し、高エネルギー重イオン衝突実験が世界各地で行わ
れています。これらの実験に対し理論的な解釈を与えるこ
とで、QGP、クォークの相転移現象の解明に取り組んでい
ます。

授与式での懇談

クォークの状態変化パノラマ超音波画像による体幹部骨格筋の量的・質的評価
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Q &A
先生に一問一答

しょうじ　おさみ
1975年生まれ。2002年千葉大学大学院自然科学研究科博士課程
修了。奈良先端科学技術大学院大学博士研究員、名古屋大学大学
院理学研究科助教、准教授を経て、2019年より現職。専門は、生
物無機化学、酵素化学。
趣味：猫、コーヒー、ウクレレ、世界の蛍光ペン収集

緑膿菌が必須栄養素の鉄分を獲得するために分泌する
ヘム獲得蛋白質に、合成金属錯体のガリウムフタロシ
アニンを取り込ませた人工金属蛋白を作成し、これを
緑膿菌に作用させたのち、赤色光を照射することで、
緑膿菌を高効率に殺菌できるシステムの開発を行って
います。このシステムでは、抗菌薬が効かなくなった
多剤耐性緑膿菌も殺菌できることが明らかになり、実
用化を目指しています。

A
Ⓠ 先生はどのような研究をされているのですか？

緑膿菌のヘム獲得蛋白質の構造を見たときに、このヘ
ム結合様式であれば、様々な合成金属錯体を結合させ
ることができると直感的に予想できたのがきっかけで
す。その後の緑膿菌の増殖阻害や光殺菌などの研究
は、スタッフや学生との議論の中で生まれた研究成果
で、それまではこういった使い方をする研究が皆無で
した。

Ⓠ
A

研究を始めたきっかけは？

唯一無二の異端化学
MyBestWord

荘
司 

長
三

大
学
院
理
学
研
究
科 

教
授

「変わった研究だね」、「よくそんなこと考えるよね」と言われる
ぐらい前例のない研究をしていきたいと常に思っているからで
す。誰かに追随するような研究では、その研究者の単なるフォロ
ワーに成り下がるだけでなく、ゼロからイチを生み出す重要な過
程を学生が経験できなくなるため、教育面でも問題があると考え
ています。結果が出るまでは、周りから批判されることも多く、
辛いのですが、批判されている姿を見せることも教育であるはず、
との信念をもって異端化学を続けていきたいです。

A
Ⓠ 「My Best Word」を選ばれた理由は？
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失敗を恐れずにいろんな場面で手を挙げて挑戦し、いろんな
ことを経験し、吸収して欲しいと思っています。今回の研究
成果の記者発表は、D3の四坂君が担当しましたが、発表前
は、失敗したらどうしようと、多少なりとも考えていたかも
しれません（彼の場合は肝が据わっているので違うかもしれ
ませんが）。私は両親から「あんたの失敗なんて、時間が経
てば誰も覚えていないんだから、迷ったら前に出ればいいん
だよ。」と育てられてきたおかげで、恥をかくことを気にしな
い性格に徐々に方向修正されていきました。同じように、私
の学生にも恥をかくことを恐れずに前に出て欲しいと伝えて
います。教員の仕事は、学生が失敗した時に責任をとること
と、事前のアドバイスや練習に時間を割いて成功に導くこと
だと思っています。今回の記者発表は、幸いにも四坂君のプ
レゼンが完璧だったので、傍観するだけで終わりました。

A

Ⓠ 7月にリリースした「緑膿菌を選択的に殺菌できる新手法を
開発」という研究成果は、多数のメディアで報道されました。
記者発表では、論文執筆に携わった大学院生自身がプレゼンを
する等活躍していましたが、学生に期待することは何ですか？

Ⓠ
学生の時の研究で、自分で合成した高分子が期待通りの高い
性能を示した時です。得られた結果をパソコンの画面で見た
ときに思わずニンマリしました。自由に研究をさせてくれる
研究室だったので、高分子のデザインも自分で考え、合成法
もほとんど独学で進めていたので、喜びもひとしおでした。
そんな経験もあり、研究に嵌まりました。

A
研究が面白い！と思った瞬間はどんな時ですか？

Ⓠ
多剤耐性緑膿菌の光殺菌やベンゼンをフェ
ノールに変換できるバイオ触媒の開発な
ど、特許も取得した研究成果を実用化まで
発展させて社会に貢献することを目指して
います。また、意外な発想の研究を生み出
し、継続する過程を通しての人材育成にも
力を注いでいきたいです。

A

今後の目標は？
意気込みも含めてお願いします。

Ⓠ
大学では空手部（週5日練習)に所属して
いたので、授業のためというより、道場に
いくために大学に来ているといった惨状で
した。学部生の時に、もっとしっかり勉強
しておけばよかったなあと後悔はしていま
すが、空手を通して学んだことも多く、研
究室の運営などでは空手部での経験が生き
ています。

A

今だから言える、ここだけの話を 
聞かせてください。

くじけそうになった時には、「子供の前では、いつもかっ
こいいお父さんでいなくてはならない」と考えるように
しています。情けないお父さんの姿を見せないように、
と思うと、辛く自信がない状況でもなんとか乗り切れま
す。研究費獲得の面接等は、緊張することも多いのです
が、自信に満ち溢れたかっこいい研究者（お父さん）を
演じるつもりで臨んでいます。ストレスの解消法は、や
はり子供と遊ぶことですね。公園でキャッチボールをし
たり、プールに行ったりするだけで、疲れはしますが癒
されます。子供が大きくなって遊んでくれなくなった
ら、趣味に没頭しようかと思います。

A
Ⓠ くじけそうになった時は？

ストレス解消法を教えてください。

緑膿菌が鉄分を獲得するために分泌するヘム獲得蛋白質に、合成色素のガ
リウムフタロシアニンを取り込ませた人工金属蛋白質の結晶構造。鮮やか
なマリンブルーの水溶液が得られる。

先生の研究を
表す1枚！
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「Mei ライティングサマーキャンプ」を開催

光
こうりゅうさい

粒祭を開催

「名古屋大学レクチャー」を開催

　8月31日（土）から9月3日（火）の3
泊4日で、大学院共通科目「リサー
チ・スキルズD-1」、全学教育科目「特
別 講 義（Summer Camp for General 
Academic Skills）」として実施してい
るMeiライティングサマーキャンプを
国立信州高遠青少年自然の家で実施し
ました。来年度設置される国立大学法
人東海国立大学機構を見据え、今年度
からは岐阜大学の学生も対象とし、ま
た、かねてから参加希望のあった学部

生にも門戸を広げました。
　本学から15名、岐阜大学から5名の
計20名が参加し、論理的思考とアカ
デミックライティング、研究倫理に関
するワークショップ及び英語によるグ
ループプレゼンテーションを中心に実
施しました。
　参加者からは、「様々な背景を持つ
人の観点や意見を理解し、学習を進め
ることを学べた」などの意見があり、
非常に満足度の高いものとなりました。

　9 月 13 日（金）から 14 日（土）の 2 日
間、光粒祭を附属学校で開催しまし
た。1日目は関係者を対象とした校内
公開、2日目は一般公開を実施し、一
般公開では約3,000人を校内に迎えま
した。光粒祭のメインイベントである
中学生による演劇コンクール、高校生
のホームルーム企画の各会場は、生徒
や来場者の熱気に溢れ、大きな盛り上
がりを見せていました。
　また、光粒祭は、SGH（スーパーグ

ローバルハイスクール）やSSH（スー
パーサイエンスハイスクール）で、日
頃から研究を重ねている生徒の発表の
場でもあります。来場した多くの小学
生や中学生、保護者の方々の前で熱心
に課題研究発表をしている生徒の姿
は、将来の研究者を彷彿させるのに十
分と言える迫力がありました。

　「2019 年度名古屋大学レクチャー
〜ローマ文明発掘〜」を豊田講堂で開
催しました。今回は、古代ローマの文
化・芸術研究の第一人者であり、古代
ローマ時代の遺跡の発掘に長年取り組
まれてきた青柳正規東京大学名誉教授

（前文化庁長官・多摩美術大学理事長）
を迎え、これまで行われてきたイタリ
アでの発掘や古典考古学への貢献につ
いてお話しいただきました。解説講演
は周藤高等研究院長が行い、日本隊の

イタリアでの考古学調査や最新技術を
用いた本学の若手研究者の研究内容に
ついて紹介しました。
　また、松尾総長から、青柳名誉教授
に本学で最も栄誉ある「名古屋大学レ
クチャーシップ」の称号を授与し、表
彰楯を贈呈しました。講演には、定員
の1,500名を超える申込みがあったた
めサテライト会場を設け、盛況のうち
に閉会しました。

参加者集合写真

課題研究発表用のモンゴルゲルを組立てる生徒たち

青柳名誉教授による発表

■教養教育院

■教育学部附属中・高等学校

■高等研究院
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Meidai News

18
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筒井宣政様へ紺綬褒章を伝達

第100回記念げんさいカフェ「伊勢湾台風－60年目に考える教訓」を開催

「第1回企業と女子学生の座談会」を開催

　杉山・木村両理事の同席の下、松尾
総長から筒井宣政様へ紺綬褒章の伝達
を行いました。本件は、平成30年9月
に筒井宣政様、陽子様ご夫妻から1,000
万円の寄附をPhD登龍門特定基金に
いただいたことを受け、公益のために
私財（個人500万円以上、団体1,000
万円以上）を寄附した方に授与される
紺綬褒章の授与対象となり、内閣府で
閣議決定され、公布されたものです。
　なお、筒井様からは、ご自身が会長

を務めている株式会社東海メディカル
プロダクツを通じても、1,000万円の
寄附を医学部附属病院支援事業特定基
金にいただき、9月5日（木）に医学部
附属病院で紺綬褒章の伝達を行いま
した。
　本学が皆様と共に歩む世界屈指の大
学としてますます発展できますよう、
引き続き温かいご支援をよろしくお願
いします。

　第100回記念げんさいカフェ「伊勢
湾台風－60年目に考える教訓」を減
災館で開催しました。今回は、隈本邦
彦減災連携研究センター非常勤講師を
ファシリテーターに、元中部日本放送

（CBC）テレビニュース課の竹中敬一
氏と、田代　喬当センター副センター
長をゲストに迎えました。
　当時、25歳でテレビニュース課に
配属されたばかりだった竹中氏は、台
風上陸の夜に撮影された1枚の写真

をもとに、「ラジオがメディアの主流
だった時代に、テレビニュース課では
訳が分からないうちに、未曽有の大災
害の報道に携わることになった」と体
験談を話しました。また、田代副セン
ター長からは、河川工学の専門家から
みて、伊勢湾台風が「最悪の台風」だっ
たのかという考察を交えた話があり、
最悪の事態に備えることの重要性を改
めて学ぶ機会となりました。

　第1回企業と女子学生の座談会を、
野依記念学術交流館で開催しました。
　本座談会は、全学部・研究科に所属
する女子学生を対象とし、彼女たちが
自身の人生において様々なライフイベ
ントを経験する中で、将来のキャリア
等の選択肢を考えるにあたり、漠然と
したイメージではなく、具体的かつ正
確な企業の情報を得ることにより、広
い視野を持って進むべき道を選択して
欲しいという思いから開催しました。

今回は、（株）ノリタケカンパニーリミ
テド、三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（株）、住友生命保険（相）、ア
イシン精機（株）の4社と、女子学生
20数名が参加し、各社からの説明後、
4グループに分かれた学生が、グルー
プごとに各社を回る座談会を行いまし
た。学生にとっては、自由に質問をし
ながら、知りたいことを知ることがで
きた良い機会となりました。

上：筒井宣政様への紺綬褒章伝達式
　　（中央：筒井宣政様、中央右：陽子様）
下：株式会社東海メディカルプロダクツへの紺綬褒章伝達式
　　（中央：筒井康弘社長、中央右：小寺医学部附属病院長）

げんさいカフェの参加者

企業で働く女性と女子学生のフリートーク

■減災連携研究センター

■「ウェルビーイング in アジア」実現のための女性リーダー育成プログラム
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名大の

今がわかる
!

中国・清華大学邱勇学長が来訪

令和元年度秋季卒業式を挙行

「MIX THE MUSIC×NUMUSEUM」を開催 ■博物館

第9回名古屋大学医学系研究科・生理学研究所合同シンポジウムを開催 ■大学院医学系研究科

　清華大学邱勇学長一行が来学し、本
部1号館第2会議室で、本学との趣意
書（MOI）への調印式に臨みました。
　本学と清華大学は、1989年に大学
間学術交流協定を締結して以降、様々
な交流を進めています。今回、両大学
の関係強化のために締結したMOIの
下で、研究交流を中心とした交流活動

をさらに発展させることを目指しま
す。なお、調印式後は、学内視察及び
本学関係者との懇談を行いました。
　清華大学は、トヨタ自動車株式会社
や愛知県とも協定を締結し、東海地区
の企業や官公庁とも連携強化を促進し
ています。

　令和元年度名古屋大学秋季卒業式を
豊田講堂で挙行しました。卒業生、修
了生の多くは外国人留学生で、式典は
すべて英語で執り行われました。
　松尾総長が、卒業生・大学院修了生
224名（学部57名、修士課程及び博士
課程前期課程109名、医学博士課程及
び博士課程後期課程58名）の各学部・

研究科の代表に学位記を授与した後、
本学の卒業・課程修了へのお祝いと、
世界をフィールドに大いなる活躍を祈
念する旨のはなむけの言葉を贈りま
した。
　これを受け、卒業生、修了生の各総
代が、恩師や友人への感謝と今後の抱
負等を述べました。

　9月24日（火）から27日（金）にかけ、
博物館のための DJ イベント「MIX 
THE MUSIC × NUMUSEUM」 を 博
物館展示室で開催しました。
　DJとは、2台以上のターンテーブル
とミキサーを使い、音楽を絶え間なく
流すパフォーマンスのことで、名古屋
大学作曲サークルAnti-Aging Record

の学生7名が、博物館にマッチする音
楽を作曲し、来館者に披露しました。
来館者は、リズミカルな生演奏を聴き
ながら展示を鑑賞するという非日常的
な時間を楽しんでいる様子でした。
　博物館は、引き続き学生とともにユ
ニークな企画を作り、盛り上げていき
ます。どうぞご期待ください。

　第9回名古屋大学医学系研究科・生
理学研究所合同シンポジウムを生理学
研究所（岡崎市）で開催しました。本
シンポジウムは、医学研究で中核的な
役割を担う両機関の学術交流を目的
に、毎年開催しています。両機関から
各2名の教員が、蛋白質の糖鎖修飾機
構、薬物によるK+ チャネルの機能修

飾作用、新しい質量イメージング技術
による脳機能解析、非侵襲脳刺激を用
いたヒトの脳機能研究に係る最新知見
を披露し、活発な討論が行われまし
た。若手研究者のポスター発表等もあ
り、異なる特徴を持つ両機関の連携強
化による医学研究のさらなる発展が期
待されます。

26
9

27
9

27
9

28
9

両大学長によるMOI締結

総代の辞

博物館展示室で演奏するDJ

シンポジウムでの質疑応答
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Meidai News

農学国際教育研究センター第18回オープンフォーラムを開催 ■農学国際教育研究センター（ICREA）

令和元年度秋季入学式を挙行

　農学国際教育研究センター第18回
オープンフォーラム「アフリカにおけ
る持続可能な開発への科学技術による
貢献〜名古屋大学の挑戦〜」を野依記
念学術交流館で開催しました。山本智
久文部科学省科学技術・学術政策局国
際総括係長による基調講演では、持続
可能な開発への科学技術による貢献

（STI for SDGs）の推進に係る日本政
府の取組状況を説明いただきました。
続いて実施した本学教員5名による講
演では、それぞれの研究分野の独創的
なアプローチで、アフリカにおける
STI for SDGsを進める魅力的なプロ
ジェクトを紹介しました。

　令和元年度名古屋大学秋季入学式を
豊田講堂で挙行しました。
　初めに、松尾総長が、学部・大学院
281名（学部42名、修士課程及び博士
前期課程121名、医学博士課程及び博
士後期課程118名）の入学生に対し祝
辞を述べました。
　また、入学生総代として、法学研究

科アピポン サーンティカセームさんが、
入学にあたって本学の学生としての本
分を全うすることを宣誓しました。
　閉式後は豊田講堂内で晴れやかな表
情で記念撮影をする入学生の姿が見ら
れました。

1
10

1
10

参加者集合写真

総長の辞

ブレイクタイム

愛称を披露する戸田山教養教育院長、松尾総長、
瀬田理事長、藤巻理事

全学教育棟学生ホールの愛称を「服部国際奨学財団ホール」に決定
　9月24日（火）、新入生の学び舎である全学教育棟1階学生ホールの新愛称を「服部国際奨
学財団ホール」と決定し、公益財団法人服部国際奨学財団（以下、服部財団）の瀬田　大理
事長と松尾総長による記者会見を広報プラザで開催しました。服部財団では、優秀かつ経済
的理由により進学が困難な学生に対し、給付型の奨学・援助を行っています。
　本学では、自己収入の拡大を図り、教育及び研究に資することを目的として、ネーミング
ライツ事業を展開しており、今回は2例目となります。命名権料は施設整備に充てるほか、ホー
ルを利用して奨学金の周知イベントを開催する等、学生支援を拡大していきます。

高大連携教育プログラム 中津川プロジェクト2019を開催
　教育学部附属高等学校は、8月6日（火）から8日（木）の2泊3日、奥矢作レクリエーション
センターで中津川プロジェクト2019を開催しました。大学教員の指導下で、高校生が答え
のない課題に触れることが本プロジェクト「最大の売り」で、高大接続の在り方が模索され
ている中、モデルケースとして注目されています。生徒の自主企画では、大学での学びにつ
いて意見を交わし、大谷　尚教育発達科学研究科特任教授からアドバイスを受けました。藤
巻理事による世界で最速のコンピュータを目指す研究に関する講義では、自然と話に引き込
まれていく様子が、また、足立　守名誉教授と行ったフィールドワークでは、自然のダイナ
ミックさと繊細さに驚きを隠せない様子が見受けられました。
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他の受賞者情報はホームページをご覧ください。 名大トピックス318 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no318.html

祝 受賞祝 受賞

　7月29日（月）、「大学発ベンチャー表彰2019」の受賞者が発表され、名古屋大学発
ベンチャーであるIcaria株式会社が、新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞を
受賞しました。同社の事業内容は、尿中miRNAをバイオマーカーとしたがんの早期診
断ですが、同社のコアテクノロジーであるエクソソーム、miRNAを高効率で抽出でき
る酸化亜鉛ナノワイヤデバイスは、共同創業者である安井隆雄工学研究科准教授の研究
をベースにしたものです。
　「大学発ベンチャー表彰」は、平成26年度に開始した制度で、大学などの成果を活用して起業したベンチャーのうち、
今後の活躍が期待される優れた大学発ベンチャーを表彰するとともに、特にその成長に寄与した大学や企業などを表彰
するものです。
　授賞式は8月29日（木）、東京都内で執り行われました。

本学発ベンチャー Icaria 株式会社が、「大学発ベンチャー表彰2019」で
新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞を受賞！

堀　勝 低温プラズマ科学研究センター長が 
2019年 K-T Rie 賞を受賞！

　堀　勝 低温プラズマ科学研究センター長が2019年K-T Rie賞
を受賞し、9月1日（日）から5日（木）にかけて、韓国で行われた
AEPSE2019 （The 12th Asia-European International Con-
ference on Plasma Surface Engineering）での受賞講演及び
授賞式に出席しました。
　K-T Rie賞は、応用プラズマ科学と工学分野で、多大な業績を
挙げ、また、価値ある推進に貢献した世界的な研究者に授与さ
れるものです。受賞者は、AJC-APSE（アジアジョイント委員
会－アジア欧州プラズマ科学工学委員会）の「K-T Rie Award」
の特別委員会によって、2年に1度、1名選出されます。堀センター
長は、日本人として初めての受賞となりました。 授賞式の様子

福和伸夫 減災連携研究センター長が 
令和元年防災功労者内閣総理大臣表彰受賞者に決定！

　9月18日（水）、内閣府より令和元年防災功労者内閣総理大臣
表彰の受賞者が発表され、福和伸夫減災連携研究センター長が、

「防災体制の整備」において顕著な功績を挙げたことが評価され、
受賞が決定しました。
　本賞は、『「防災の日」及び「防災週間」について』（昭和57年
5月11日閣議了解）に基づき、災害時における人命救助や被害
の拡大防止等の防災活動の実施、平時における防災思想の普及又
は防災体制の整備の面で貢献し、特にその功績が顕著であると認
められる団体又は個人を対象として表彰するものです。
　授賞式は9月20日（金）、総理大臣官邸で執り行われ、安倍総
理より表彰状が授与されました。 授賞式の様子
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他の研究成果及び詳細はホームページをご覧ください。 名古屋大学 研究教育成果情報 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/index.html
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金沢市の高校で捉えた放射線バーストで 
雷発生の瞬間に迫る

発生期の大脳で分化細胞と未分化細胞の 
移動開始をもたらす共通の分子を明らかに
－「大脳のシワ」形成に貢献する外側放射状グリアはどのように誕生するか－

世界初、グラフェンナノリボンを完全精密合成
－新しい高分子化反応「リビングAPEX重合」を開発－

植物の気孔の数を調整する分子メカニズム
－ヒトと共通性を持ち、独自で巧妙な情報伝達－

多中心性細網組織球症（MRH）の 
発症メカニズムを発見
－今後の新規治療法開発への期待－

サソリ毒ペプチドが効率的にK+ チャネルを 
阻害する仕組みを世界で初めて解明！

○ 雷放電での原子核反応に由来する1秒未満の強
烈な「ショートバースト」と呼ばれる現象の放
射線観測に成功

○ ショートバーストの直前に、1分間にわたって
雷雲から到来する放射線である「ロングバースト」も観測。ロングバース
トとショートバーストが引き続いて発生する現象の観測は世界初。ロング
バーストは雷放電の前駆現象として働き、ショートバーストや雷放電その
ものの引き金を引いた可能性あり

○ 世界的にも珍しい日本海沿岸の冬季雷に着目し、石川県内の高校や企業な
どと協力して観測網を整備し、今後も拡大予定

○ 大脳の発生過程で、誕生したばかりのニューロ
ン分化細胞の移動開始をLzts1という分子が
制御していることを明らかにした

○ Lzts1は外側放射状グリアとよばれる種類の未
分化な神経前駆細胞の誕生も制御していた

○ 外側放射状グリアは大量のニューロン産生を介して「大脳のシワ」形成に
貢献することから、Lzts1は「大脳のシワ」形成の最初のステップを制御
していると考えられる

○ 次世代炭素材料として期待されるグラフェンナノリボ
ンは、その長さや幅、構造が電子物性に大きな変化を
与えるが、従来の合成手法では全てを精密制御できな
かった

○ 効率的な高分子重合法（リビングAPEX重合法）を開
発し、長さ、幅、構造を精密制御してグラフェンナノリボンを合成するこ
とに、世界で初めて成功した

○ さまざまな構造をもつグラフェンナノリボンを精密に設計・合成できるの
で、次世代半導体など、広範囲にわたる応用展開への道をひらくと期待さ
れる

◯ 気孔の発生を調節する分子メカニズムを生
物学と理論化学の融合によって解明した

◯ 気孔の発生に関わるタンパク質のSCREAM
が２つのMAPキナーゼ結合部位を介して司令因子SPCHと結合し、気孔
発生の細胞内情報伝達を制御していることをX線結晶構造解析とab-initio
構造モデルを併用することで明らかにした

◯ MAPキナーゼはヒトの細胞の増殖、分化、癌化に関わる重要な因子でもある
◯ MAPキナーゼが植物の細胞分化においても独自の仕組みを持つことを示

したことに加え、植物の免疫反応やストレス反応などの仕組みの理解と操
作へつながる重要な発見である

○ 関節リウマチのような自己免疫疾患と考
えられていたMRHの原因遺伝子として、
多くのがんで報告されているFGFR1融
合遺伝子、MAP2K1（MEK1）の活性型変異を発見した。この研究結果
より、MRHは自己免疫疾患ではなく、腫瘍の一種である可能性が考えら
れる

○ 1人のMRH患者に抗がん剤治療を行ったところ、症状の改善が認めら
れた

○ 有効な治療法がなかったMRHに対する新たな治療アプローチの開発が期
待される

○ カリウムイオンチャネルにサソリ毒素ペ
プチドが結合・解離する様子を可視化

○ 毒素ペプチドが効率的にイオン透過を阻
害する仕組みを解明

○ 様々な結合物質とチャネルの結合動態の解明に貢献

素粒子宇宙起源研究機構　中澤知洋准教授 大学院医学系研究科　川上 巧特任助教　川口綾乃准教授

トランスフォーマティブ生命分子研究所　伊丹健一郎教授
大学院理学研究科　伊藤英人准教授　矢野裕太大学院生

トランスフォーマティブ生命分子研究所
　鳥居啓子客員教授　フロハンス・タマ教授

医学部附属病院　 西田佳弘病院教授　奥野友介病院講師　酒井智久医員
大学院医学系研究科　村上典寛大学院生

大学院理学研究科　内橋貴之教授
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世界初！ 核医学治療中に放出される 
α線放出核種の検出に成功
－新しい放射線検出器開発によりα線放出核種の検出を実現－

単独で普通の細胞を直に幹細胞に変える 
ステミン遺伝子の発見

引っ張りに強いカーボンナノチューブの 
構造を特定
－軽量で高強度な究極の構造材料の実現に一歩近づく－

炭素の結び目、初の合成
－複雑な幾何学構造をもつナノカーボンへ大きな一歩－

不妊に関与するタンパク質についての 
新たな知見

イヌはヒトに共感する能力を有している
－ヒトの情動変化に応じたイヌの情動変化が観察された－

○ α線放出核種をがん患者に投与し、治療
を行う核医学治療用核種には、その壊変
過程で気体のラドンになるものがあり空
気中に拡散することが心配されていた

○ 新しくα線検出器を開発し、核医学治療用核種から放出されるラドンの検
出を試みた結果、核医学治療の行われた日時と合致する一時的なラドン濃
度の変化が検出され、この変化は核医学治療に伴い放出されたα線放出核
種によるものであることが分かった

○ 空気中に放出されるα線放出核種は、現状では大きな問題にはならないレ
ベルであることも明らかになった

◯ 高い再生能力をもつコケ植物ヒメツリガ
ネゴケを用いて、たった一つの遺伝子を
働かせるだけで植物体の葉細胞を幹細胞
に直接変えることができる遺伝子を初めて発見し、この遺伝子をステミン

（STEM CELL INDUCING FACTOR、幹細胞［ステムセル］誘導因子: 
略してSTEMIN）と名付けた

◯ 通常は化学修飾によって厳重に管理されている幹細胞化遺伝子をステミン
が化学修飾を減少さて働かせていることを発見した

○ 今後は、植物の分化した細胞を幹細胞に変える仕組みの全貌解明や作物の
効率的育種への可能性が期待される

○ カーボンナノチューブは軽くて引っ張りに強
いという特徴を持っているが、その引張強度
が試料ごとにばらついており、どのような
チューブが強いのかは不明だった

○ 炭素の並び方（幾何構造）を決定した単層カーボンナノチューブの引張強
度の直接測定に世界で初めて成功し、近アームチェア型の引張強度が高い
ことを突き止めた

○ 強くて軽い究極の構造材料を実現するための基礎を与える成果である

○ ベンゼンが連なったリングに結び目や絡み目を
作る新しい合成法を開発した

○ リング同士が鎖のように連結して絡み目をもっ
た「オールベンゼンカテナン」と、結び目をも
つリング「オールベンゼンノット」を世界で初めて合成し、構造を決定
した

○ 複雑な幾何学構造をもつナノカーボンを設計・合成するための大きな一歩
となる

○ カロリンスカ研究所のLuca JOVINE教授との
共同研究により、卵のZP1とよばれるタンパク
質の変異がどのように女性不妊の原因となるか
を明らかにした

○ マウスとヒトZP1では難しかったが、ニワトリ
ZP1を用いることで、2つの分子が架橋構造を作った状態でのZP1の立体
構造の解明に成功した

○ 女性不妊で見つかったヒト変異ZP1では架橋構造をうまく作ることができ
ないことをヒト培養細胞を使って実証し、変異ZP1では卵表面での網目構
造が形成されず精子が結合しないため受精できないことを示唆した

○ ヒトとイヌの情動の変化を、心拍変動解析を用
いて10秒間隔で計測したところ、飼い主とイ
ヌとの間で、同調した心拍変動が認められた

○ 飼育期間が長くなることで、この同調率が上昇
した。またメスのほうがオスよりも同調した

○ 情動の伝染の進化要因として、遺伝的なものよりも生活空間の共有が重要
であるという理論に一致した結果が得られた

大学院医学系研究科　山本誠一教授 トランスフォーマティブ生命分子研究所　佐藤良勝特任准教授

トランスフォーマティブ生命分子研究所　伊丹健一郎教授

トランスフォーマティブ生命分子研究所　伊丹健一郎教授
大学院理学研究科　瀬川泰知特任准教授　桒山元伸技術補佐員

大学院生命農学研究科　松田 幹教授　西尾俊亮博士研究員（当時）

大学院工学研究科　藤原幸一准教授
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他の研究成果及び詳細はホームページをご覧ください。 名古屋大学 研究教育成果情報 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/index.html

Point

関係する本学の教員等

Point

関係する本学の教員等

Point

関係する本学の教員等

Point

関係する本学の教員等

神経核内封入体病（NIID）の原因遺伝子を同定 細胞が生きたままでミトコンドリアの 
内膜構造が鮮明に見えた
－ミトコンドリアの形態制御異常がもたらす神経変性疾患の診断技術や創薬開発ツールとして期待－

低温用の熱電素子に使用できる高性能材料の 
発見
－低温度域における局所冷却・冷熱発電の実用に期待－

インスリン分泌の新規メカニズムを解明
－神経難病と糖尿病の意外な関係－

○ 近年、症例数が急激に増加している神経核内
封 入 体 病（Neuronal intranuclear inclusion 
disease：NIID）の原因遺伝子が、ヒト特異的遺
伝子NOTCH2NLCのGGCリピート伸長である
ことを発見

○ ロングリード・シークエンサーを用いた遺伝病の責任遺伝子解明における
有用性を実証

○ 同定されたリピート伸長の簡便な検出法も開発、診断への活用に期待

○ ミトコンドリアの形態が細胞機能と密接
な関係があることから、ミトコンドリア
のクリステを生きたまま可視化できるイ
メージング技術が求められていた

○ 強いレーザー光の照射下でも褪色しない細胞膜透過性ミトコンドリア蛍光
標識剤MitoPB Yellowを開発し、超解像STEDイメージングにより、細
胞が生きたままの状態でクリステ構造を鮮明に捉えることに成功した

○ クリステの経時的な構造変化をリアルタイムで観察することが可能になった
○ ミトコンドリア障害が関与する神経変性疾患の診断技術や治療薬開発ツー

ルとしての応用が期待される

○ マイナス150℃に至る低温用の熱電素子に使
用できる高性能材料の発見

○ 得られた試料を用いた試作素子による熱電冷
却の実証

○ これまで実現していない低温度域における冷却・発電応用の実用化への貢
献に期待

○ 筋萎縮性側索硬化症（ALS）は、運
動ニューロンが選択的に変性する神経
変性疾患のひとつであり、ALS患者の運動ニューロンでは核内のTDP-43
が喪失していることが知られている

○ 今回、ALS患者では早期相のインスリン分泌が低下していること及びALS
患者の膵臓においてβ細胞の核内でTDP-43が喪失していることを見出
した

○ さらに、細胞やマウスを用いた解析により、TDP-43がCaV1.2という分
子の発現を調整することでインスリン分泌機構にも関与していることを明
らかにした

大学院医学系研究科　祖父江 元特任教授 トランスフォーマティブ生命分子研究所　山口茂弘教授　多喜正泰特任准教授
物質科学国際研究センター　王 晨光研究員

大学院工学研究科　岡本佳比古准教授　吉川侑磨大学院生　
　和田泰地大学院生（当時）　竹中康司教授

大学院医学系研究科　勝野雅央教授　祖父江 元特任教授　有馬 寛教授
医学部附属病院　荒木邦彦医員

名大ウォッチ

http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp
「名大ウォッチ」ウェブ版

辻
つじ

 篤
あ つ こ

子 特任教授

国際機構　辻  篤子特任教授が、
ジャーナリストとして新聞社で長
きにわたり科学報道に携わってき
た経験を活かし、名大の“今”を
自由な立場で綴ったエッセイ「名
大ウォッチ」。
本学の教育・研究活動成果を広く
普及させるための広報活動の一環
として、このエッセイを文庫本に
したものを販売するという新たな
試みを始め、既に多くの方にご購
入いただいています。名古屋大学
生協、Amazon、丸善名古屋本店、
名古屋市科学館（ミュージアムショップ）、正文館書店及びちくさ
正文館書店、紀伊國屋書店、星野書店、東海キヨスク（名古屋駅及
び鶴舞駅）の一部店舗…… と販路拡大中。研究に携わる者の信念、
報道各社からも注目を浴びる減災館やトランスフォーマティブ生
命分子研究所の動向、キャンパス内のカフェに集う人々のストー
リー…… 多岐にわたる本学の姿に触れることのできる一冊です。
ご興味がおありの方は是非、以下サイトや上記店舗をご確認ください。

インターネット販売
アマゾン　名大ウォッチ

国際機構 辻特任教授のエッセイ

絶賛発売中！

4
11

18
10

ピラミッドとリュウグウ

モンゴルの新しい風
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他の表敬訪問、学術交流協定、研修はホームページをご覧ください。 名大トピックス318 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no318.html

マ ナ ブミ ガ ク名大で

　エヴァ・ヴィベルグ　ヨーテボリ大学学長が表敬訪問し、本学
とヨーテボリ大学との連携及び両大学の参加する「MIRAIプロジェ
クト」が、日本とスウェーデンの長期的な交流において重要な役
割を果たしていることを確認しました。MIRAIプロジェクトとは、
スウェーデンの7大学、日本の8大学をメンバーとする国際学術
コンソーシアムで、第2期では両大学が主管校を務めます。今回
の訪問で、日本とスウェーデンとのさらなる交流について意見が
交わされました。

来訪日：令和元年10月7日

　カナダのブリティッシュコロンビア大学と大学間学術交流協定
を締結しました。同大学は理系・文系の両分野において、教育・
研究が盛んであり、今後、学生交流を軸とした研究者同士の共同
研究にも発展していくことが期待されます。
　また、世界的に評価の高い大学と新たに協定を締結することで、
本学の研究教育のより一層の国際化を図ります。

締結日：令和元年7月31日

　本研修は、主としてライフサイエンス研究で用いられる機器分
析技術に関して理解を深め、基礎的な分析手法を習得し、その応
用例について学ぶことを目的に、全学技術センターが開催したも
ので、8名が参加しました。

実施日： 9月3日（火）～5日（木）

名大を表敬訪問された方々を紹介します

新たに締結した学術交流協定を紹介します

構成員を対象とした研修を紹介します

ヨーテボリ大学　エヴァ・ヴィベルグ学長が来訪

名古屋大学技術職員研修（分析・物質コース）

ブリティッシュコロンビア大学と大学間学術交流協定を締結

表敬訪問録遠路はるばる！

学術交流協定へのMIRAI

昨年同大学を訪問した際の関係者集合写真
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イベントカレンダーEvent Calendar

　他のイベント及び詳細はホームページをご覧ください。 名古屋大学 イベント情報 http://www.nagoya-u.ac.jp/event/index.html

2019年11月15日発行
編集・発行／名古屋大学総務部総務課広報室
本誌に関するご意見、ご要望などは広報室にお寄せください。

〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL 052-789-2699　FAX 052-789-2019　
E-mail : kouho@adm.nagoya-u.ac.jp

名大トピックスのバックナンバーは、名古屋大学のホームページ
（http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/index.html）でも
ご覧いただけます。

No.318 2019年11月

脳とこころの研究センター市民公開講座 
「脳とこころの安全のために 
知っておきたい最新トピックス」

名古屋大学・岐阜大学 
「フューチャー・アース」シンポジウム

令和元年度鶴舞公開講座 
「自分の力で元気に過ごす 
－健康管理と医療サポートの活用－」

第39回博物館企画展 
「ボタニカルアートと植物分類学ことはじめ」

12月1日（日）
場　　所：�鶴舞キャンパス鶴友会館2階

大会議室
時　　間：13：00～15：00
対　　象：一般
参 加 費：�無料

講演題目：「脳の機能を手術でなおす」
講 演 者：前澤　聡（脳とこころの研究センター特任教授）
講演題目：�「新たなてんかんケアの可能性－�

てんかん発作予知システムの開発」
講 演 者：藤原幸一（工学研究科准教授）
講演題目：「自動車運転と脳とこころの疾患について」
講 演 者：尾崎紀夫（脳とこころの研究センター長）

11月26日（火）～2月22日（土）
場　　所：博物館 展示室
時　　間：10：00～16：00
休 館 日：日・月曜日

関連講演会「植物学の温故知新」（11/27）
場　　所：博物館野外観察園�
時　　間：13：00～14：30
講演題目：�「野外観察園の植物紹介�

－『ホンモノ』に出会おう－」
講 演 者：�𠮷野奈津子�

（全学技術センター（農学）技師）

12月8日（日）
場　　所：�名古屋東京海上日動�

ビルディング2階会議室�
（名古屋市中区）

時　　間：13：00～18：00
定　　員：100名
対　　象：�学生、教員、行政関係者、�

企業関係者、一般
参 加 費：無料

12月7日（土）
場　　所：�医学部附属病院�

中央診療棟Ａ3階講堂
時　　間：13：30～16：30
対 象 者：一般
定　　員：200名
受 講 料：無料
講演題目：「健康長寿のための上手な食事の食べ方」
講 演 者：�田中文彦（医学部附属病院栄養管理部副部長）
講演題目：「睡眠から考える健康習慣」
講 演 者：岩本邦弘（医学系研究科講師）
講演題目：�「医者まかせにしていませんか？�

－賢い患者になるために必要な知識－」
講 演 者：鈴木裕介（医学部附属病院病院准教授）
講演題目：「薬剤師が伝えたい薬との上手な付き合い方」
講 演 者：宮崎雅之（医学部附属病院薬剤主任）

［問い合わせ先］� 脳とこころの研究センター　052-744-1975

［問い合わせ先］� 環境学研究科事務部　052-789-3451［問い合わせ先］� 医学部・医学系研究科総務課　052-744-2804

［問い合わせ先］� 博物館事務室　052-789-5767

名古屋大学　チアーズ

http://jukensei.jimu.nagoya-u.ac.jp/index.html

受験生のための名古屋大学発見サイト「NU Cheers!」では、名大
生が講義やサークル等の大学生活や、受験勉強法等の受験生必見の
情報を紹介しています。その他、学生レポーターが取材した式典・
講演会等のイベントの様子も掲載しており、アカデミックなトピッ
クスも数多く紹介しています。
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名古屋大学が優れた人材輩出や世界的な研究成果により、今後も日本や地域に貢献し続けるに
は、安定した独自財源が必要です。「名古屋大学基金」はその基盤であり、皆様からのご寄附を、さまざまな事業に活用させ
ていただきます。何卒ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

名古屋大学基金の中に
は、研究推進や人材育成など、支援目
的を特定してご寄附いただける事業も
ご用意しております。

プロジェクト

■ 詳しくはホームページをご覧ください。ご寄附のお申込み、お問い合わせはDevelopment Office（DO室）あて（電話052-789-4993、
Eメールkikin@adm.nagoya-u.ac.jp）にお願いいたします。 名古屋大学基金 http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/kikin/

アクセスはこちらから

青色 LEDベンチャー 医学未来人材 アジア法律家 女性リーダー病 院 経済100周年 修学支援図書館 農 学 ITbM工 学 附属学校保健医療リーダージェンダー

創 薬 PhD登龍門 数理科学減災館 医学150周年理 学 教育70周年 博物館 文学75周年 エジプト 漕艇部 博士課程人材育成支援

名古屋大学基金のご案内

特定基金

若き日の森光子と汪兆銘護衛官の恋
　汪兆銘が、太平洋戦争中に名古屋帝国大学医学部
附属医院で手術を受け、ちょうど75年前の1944（昭和
19）年11月に同医院で死去したことは比較的よく知ら
れています。そして近年、その汪兆銘の護衛官と、国
民栄誉賞を受賞した女優の森光子さんが、淡い恋仲に
あったというエピソードが明らかになりました。
　森光子さんの回想によると、当時20代前半の森さ
んは、外地の日本軍への慰問団に歌手として加わって
いましたが、そのさなかに南京で出会ったのが、汪兆
銘の護衛官だという滝仲孟雄海軍大尉でした。2人は、
1944年の秋に名古屋で再会します。当時の森さんは、
大須の劇場に出演していましたが、その楽屋に滝仲大
尉が訪ねて来ました。その時は食事をしたくらいで別
れましたが、まもなく滝仲は森さんの京都の実家を秘

かに訪ね、森さんの伯父に森さんとの結婚について話
したそうです。しかしその直後、滝仲の消息は途絶え
てしまうのです。
　最近になって、汪が死去した日に医学部附属医院で
当直医として勤務していた医師の手記が見つかりまし
た。これによれば、滝仲大尉は、汪死去の翌日にピス
トル自殺を遂げたというのです。
　この滝仲大尉は1913（大正2）年に生まれ、海軍兵学
校ではなく一般の大学か専門学校を卒業後、軍用機の
予備搭乗士官を養成する海軍航空予備学生の1期生と
なり、1935（昭和10）年に海軍予備少尉に任官されま
した（写真4）。その後、日中戦争において、予備中
尉として海軍機を操縦し、多くの戦闘に参加した記録
が残っています。森さんは、滝仲は汪の専用機を操縦

していたと回想しています。その経
歴を考えると、本務は護衛より操縦
の方だったのかもしれません。
　滝仲大尉（正確には予備大尉）の
消息ですが、遺族会の刊行物には、
戦後まもなく病死したとあります。
このエピソードには、まだ謎が残さ
れているようです。

1　�汪兆銘（1883-1944）。蔣介石と並ぶ中国国民政府の指導者だったが、日中
戦争で蔣と袂を分かち、重慶で抗戦する国民政府に対抗して日本が擁立した
南京国民政府の主席となった。

2　�森光子（1920-2012、朝日新聞社提供）。森さんは、戦後も滝仲の行方を捜
したが、遂に果たせなかったと言う。

3　�大学文書資料室と附属図書館医学部分館が共催する企画展が、森光子さんと
滝仲大尉について展示していることを報じる朝日新聞（名古屋本社版、2014
年8月23日、承諾書番号19-4418、朝日新聞社に無断で転載することを禁
止します）。

4　�滝仲孟雄ほか4人の海軍予備少尉任官について、海軍大臣の天皇への上奏書
（左）と、内閣総理大臣が天皇に上奏書の裁可を求める文書（右、いずれも
国立公文書館所蔵）。

1

4

2

3
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