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クローズアップ Food Donations
コロナ禍における卒業生を中心とした寄附による学生の食料支援

卒業生や地域の方から到着した食料

切実なる学生からの声
4月の後半、学生から「新型コロナウイルス感染症拡大の影

響で居酒屋のバイトが中断してしまい、まかない料理で夕食を
取ることもできなくなり、食事に困っています」と連絡があり
ました。SNSで簡単なアンケートを行ってみると、食事に困っ
ている学生が少なくないことがわかってきました。
「何かできないか？」、卒業生にSNSを通して相談してみる

と、「食料を直接大学に寄附するので、学生に配ることは可能
ですか？」との提案がありました。特に、通販サイトの「欲し
いものリスト」を使えば、卒業生が商品を購入すると自動的に
大学へ配送されることがわかりました。この仕組みを使うと、
数百円の食料から寄附ができ、早いものでは翌日に大学へ届く
ので、すぐに支援ができると考えました。

卒業生たちからの寄附が届く
少しでも学生へ食料を届けたいと思い、4月27日（月）、こ

の案をまずは「ボランティア」として実行してみることにしま
した。最初はSNSで繋がっている卒業生に依頼し、彼らのネッ
トワークを使って情報を拡散してもらいました。思っていた以
上のスピードで情報が拡散し、すぐに個別の問い合わせも増え
ていきました。

4月28日（火）午前9時過ぎ、宅配会社の中型トラックいっ
ぱいの食料が届け先である学生支援センターに配達されまし
た。ご飯のパックやインスタントラーメン、野菜ジュース等の
箱が数十個ありました。小さな思いつきから、「大きな支援が
できるかも！」と、卒業生たちの支援に感動した瞬間です。日

学生支援センター受付ロビーにあふれる支援物資

増しに配達される食料も増え、学生支援センターの教職員がボ
ランティアとして仕分けを行い、1日に3回から5回、配達さ
れる食料を受け取る日々が始まりました。

延べ４千名の学生に４万食を届ける
ゴールデンウィーク前に、寄附された食料を大学の寮に運び

込みました。その状況をSNSで発信すると、寮に住んでいる
学生以外からも支援希望が多く寄せられました。

卒業生からだけでなく、教職員や近隣住民の皆様からも食料
支援をいただいていましたので、松尾総長や執行部の理解を得
て、名古屋大学の学生支援の取り組みの一環として、公式に食
料配布を行うことになりました。その結果、大学ホームページ
での寄附の呼びかけが始まり、さらに支援の輪が拡大しまし
た。

5月7日（木）に実施した食料配布では、約850名の学生
に5,000食程度を配布することができました。5月13日（水）、
14日（木）は、山手通り沿いの国際嚶鳴館の駐車場で配布を
行い、2日間で合計923名に、5月20日（水）、21日（木）は、
愛知県の緊急事態宣言の解除に伴い豊田講堂ピロティで配布を
行い、2日間で870名に食料を提供することができました。5
月末の食料支援終了時までに延べ4,103名の学生に、4万食
程度の食事を提供することができました。

なお、5月18日（月）からは、農学部から附属農場の新鮮
な野菜を提供していただき、これも学生に配布することができ
ました。学生からの野菜人気は非常に高く、トマトや玉ねぎは
飛ぶようになくなりました。
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Food Donations
コロナ禍における卒業生を中心とした寄附による学生の食料支援

学生からの謝意を伝える
配布会場の我々に対して、学生からは感謝の言葉がたくさん

伝えられました。学生の気持ちを寄附者の皆さんにも届けたい
と思い、5月13日（水）から食料配布の会場に用紙を設置し、
食料をもらった学生に「感謝の言葉」を書いてもらい、ハガキ
やHP等で寄附者の皆さんに伝えました。食料配布への感謝は
もちろん、「将来、自分も名大生のために応援できるように頑
張ります！」と卒業生たちの思いを受け継ぐような言葉も見ら
れ、我々もこの取り組みをしてよかったと改めて感じました。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的に困
窮する学生が多く出ています。今回の食料支援は、ただただ食
料を配布するというだけでなく、卒業生の心が現役学生に届
き、勇気を与える結果になったこと、本当に嬉しく思います。

最後に、食料を寄附してくださった皆様に、全ての学生を代
表して、心よりお礼申し上げます。また、ボランティアの学生
や、配布時に協力してくれた学生たち、三密を避けて慌てず並
んでくれた学生にも、本当に感謝しています。

執筆者　土井康裕（副総長補佐、キャリアサポートセンター長、
大学院経済学研究科教授）

URL：http://gakuso.provost.nagoya-u.ac.jp/

国際嚶鳴館での配布風景

豊田講堂横ピロティでの配布風景
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Q &A
先生に一問一答

なるたき　あやえ
2004年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士（工学）。
日本学術振興会特別研究員PD（東京医科歯科大学）、海外特別研
究員（カリフォルニア工科大学）、東京大学助教を経て、2014年
名古屋大学大学院工学研究科准教授、2020年より現職。
趣味：音楽、ワイン

電子顕微鏡を覗いて、美しい秩序構造が思いがけず目
の前に現れた瞬間は、鳥肌が立ちました。そのような
偶然の発見を、サイエンスにしていく（科学的に解明
していく）過程はとてもエキサイティングです。

A
Ⓠ 研究が面白い！

と思った瞬間はどんな時ですか？

変化を楽しみ　しなやかに生きる
MyBestWord

鳴
瀧 

彩
絵

高校生のときは、将来、NASAで宇宙の研究がしたいと思っていました。
大学に入って、原子の構造にも小宇宙があると感じ、ミクロの世界（化
学）に興味が出てきました。液晶の研究をしようと4年生で配属研究室
を選びましたが、結果的には別の研究（真珠を人工的に作る）に携わり
ました。実験を進めるうちに想定外のことが起き、それをきっかけに新
しい研究も生まれました。このように、私の研究対象は変化し続けてい
ます。人生も同じ。想定外の環境に置かれると苦労もありますが、それ
を乗り越えると新しい景色が見えてきます。これからも、変化を楽しみ、
未知の世界に出会いたいので、この言葉を選びました。

A
Ⓠ 「My Best Word」を選ばれた理由は？

大
学
院
工
学
研
究
科 

教
授

物質が自発的に秩序を形成する「自己組織化」につい
て研究しています。自己組織化は、原子・分子の配列
から、自然界のパターン形成（雲、砂漠、生物体表の模
様など）、都市の形成、銀河系の形成に至るまで、様々
なスケールで普遍的に見られる現象です。私は特に、
ナノメートルスケールで、分子や微粒子が示す自己組
織化を対象とし、そのメカニズムを解明したり、社会に
役立つ材料へ発展させようとする研究をしています。

A
Ⓠ 先生はどのような研究をされているのですか？

2020年にスタートした鳴瀧研究室の初代メンバー
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研究が好き！であれば、ぜひその気持ちに正直
に、研究者としての道を歩んでみませんか。女性
は、生物学的あるいは社会的な理由から、ライフ
イベント等によって研究時間が減少する期間があ
り、もどかしい思いをされるかもしれません。で
すが、低空飛行でも独創的な研究を着実に進めて
いけば、ステップアップのチャンスはきっと巡っ
てきます。マイノリティーであることは、人に覚
えてもらいやすい側面があり、研究をアピールす
るチャンスに恵まれていると言えます。見てくれ
ている人は必ずいます。顔の見える（個性のある）
研究をしましょう。

A

Ⓠ 先生は、4月に工学研究科で女性としては初の教授と
なられました。研究でのご活躍ももちろんですが、後
進のロールモデルとして周囲からの期待も大きいと思
います。若い研究者や学生にエールをお願いします。

この4月に、工学研究科内で応用物質化学専攻か
らエネルギー理工学専攻へ異動しました。これま
では、自己組織化材料を、細胞培養基材や人工血
管など、主にライフサイエンス分野へ応用してい
ましたが、今後は、エネルギー分野にも新しく
展開していきます。環境に応じて柔軟に変化する
自己組織化材料の特徴を活かして、身の周りの微
弱なエネルギーを人間が利用しやすいエネルギー
に変換する方法論を構築していきたいと考えてい
ます。

A
Ⓠ 今後の目標や意気込みを教えてください。

引き金は様々ですが、研究者をやめようかな…
と思ったことが、過去に数回あります。しかし、
そんな時、学生がサプライズデータを報告してく
れたり、チャレンジで出した研究費申請が採択さ
れたりという幸運があり、鬱々とした気持ちが
吹き飛んでいきました。嬉しいときの爆発力が
大きいので、研究を続けずにはいられないので
しょうね。

A
Ⓠ 今だから言える、ここだけの話を聞かせて 

ください。

自己組織化の例。（左）分子設計されたタンパク質が形成するナノファイバー、（中央）ナノ粒子のベシクル状集合体、（右）ナノ粒子のリング状集合体。
いずれも水中で自発的に秩序構造を形成する。

先生の研究を
表す写真！

自宅でテレワークし、休校中の子供達（小2・小3）
と一緒に過ごしました。毎日3食用意するのが大
変だったので、後半はご当地グルメを取り寄せて
楽しみました。研究室の学生とはSlackやZoom
でやりとりしました。各国の研究者と、Covid-19
への対応状況をメールし合ったことも印象深いで
す。困難を共有することで、物理的には離れてい
ても、人との距離が縮まったように感じました。
ストレス解消法は、大音量で音楽を聴くことと、
美味しいものを食べることです。

A

Ⓠ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、愛知県
に緊急事態宣言が出ていた間、様々な影響があっ
たと思います。どのように過ごされていましたか？
また、ストレス解消法があれば教えてください。
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Tongali プロジェクト：ライブ配信開始

「第1回高等研究院ウェビナー（高等研究院 X 未来社会創造機構）」を開催

　起業家育成教育プログラムである
T
ト ン ガ リ

ongaliプロジェクトは、ライブ配信
番組「Tongaliイノベーターズチャン
ネル（略称：Tチャン）」を始めました。
第1回は、現役大学生起業家2名（GeCS
の村上嘉一CEOとFroomの水元陸大
CEO）が出演し、起業のきっかけや、
親や友人の反応、新型コロナの影響等
といった視聴者からの率直な質問に答
えました。視聴者からの感想は、「同
年代の方が活躍しているのを見て、自

分も頑張ろうと思いました（学生）」、
「学生で起業している方の生の声が聞
けてよかった（学生）」、「臨場感があ
り、大変良い（社会人）」などでした。
　Tチャンは、起業やイノベーション
に興味を持つ学生を主な対象として、
スタートアップ企業の動向や重要ト
ピックス、キーパーソンのオピニオン
など、幅広いジャンルを扱います。6
月からは、第2、4木曜日の開催を予
定しています。

　名古屋大学初のウェビナー（オンラ
インセミナー）として、「第1回高等
研究院ウェビナー：未来を見据えるコ
ロナ禍の研究者たち」を開催しまし
た。同セミナーでは、新型コロナウイ
ルスによる世界的かつ急激な変容が起
きている中、学術研究の最前線に立つ
研究者たちが、どのように研究や調査
を進め、この災厄にどのように立ち向
かい、あるいはどのように共存するの
か、そして、学術と社会の未来をどう

描いているのかをテーマとしました。
　発表は、基礎研究及び応用研究を担
う高等研究院と未来社会創造機構の6
名の新進気鋭の研究者たちが担い、各
自が専門の研究分野から、コロナ禍を
経験した我々の未来像について講演し
ました。
　ウェビナーには、全国の大学、研究
教育機関、企業から450名を超える申
し込みがあり、盛況のうちに閉会しまし
た。

配信中の出演者と司会（Tongaliプロジェクト事務局）

ウェビナーでの発表の様子

■学術研究・産学官連携推進本部

■高等研究院／未来社会創造機構

ブレイクタイム

東海国立大学機構大学文書資料室になりました

　大学文書資料室は、一言で言えば、大学の公文書館兼歴史資料館です。
　公文書館としては、公文書管理法に基づき、大学の組織から重要な公文
書の移管を受け、歴史資料として保存するとともに、国民の利用に供して
います。これは、内閣総理大臣の指定を受けた施設のみが行えることで、
全国で12の国立大学法人がこの指定施設を置いています。
　歴史資料館としては、大学の卒業生、OB・OG、関係団体などから大学
の歴史に関する資料を収集するとともに、それらを用いて大学の歴史を研
究し、刊行物や展示会、講義、研修等を通じて、その成果を学内外に広く
普及する役割を担っています。
　これまでは名大の組織でしたが、この4月から東海国立大学機構本部直
属の運営支援組織になりました。公文書館としては、名古屋大学だけでは
なく岐阜大学の法人文書も受け入れます。歴史資料館としては、当面は引
き続き名古屋大学を対象として業務を行うことになっています。 東海国立大学機構大学文書資料室が入っている本部別館

（3月までと同じです）
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「卒業生として大学を支援したい」中国人同窓生有志がコロナ対策のため名大へ寄附

　新型コロナウイルス感染症対策のため、中国人同窓生有志約200名から本学へ約158万円が寄附されました。
　寄附を受け、5月28日（木）、テレビ会議システムを通して対話の機会が設けられ、本学からは松尾総長、木村副総長、名古屋大学中国
交流センター長の張

ちょう

紹
しょう

良
りょう

教授が、上海同窓会からは、副会長である張
ちょう

豪
ごう

氏、幹事の楊
やん

弋
い

濤
たう

氏を含むOB・OG計5名が出席しました。
　副会長の張豪氏により寄附の経緯などの説明が行われた後、総長より謝辞とともに感謝状が贈呈されました。
　寄附賛同者による「名大の皆さん、一緒にこの困難な時期を乗り越えましょう」、「遠く離れても、ずっと応援しています」など励まし
のメッセージが多数綴られた寄せ書きも贈られ、対話は和やかな雰囲気で進行しました。
　卒業生からの励ましに感謝するとともに、いただいたご寄附は「新型コロナウイルス感染症対策緊急学生支援基金」へ充当し、活用します。

ブレイクタイム

元留学生や学術交流協定校など中国よりマスクの寄附多数

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響でマスクが不足する中、中国の元留学生や、学術交流協定校などから続々とマスクが届きました。
　「母校への恩返しの気持ちを込めたい」として、元留学生で、大学院工学研究科を修了した楊

よう

靖
せい

さんからは5,000枚、大学院環境学研究
科を修了した楊

やん

湛
ざん

さんからは23,000枚をそれぞれ寄附いただきました。
　また、本学の学術交流協定校である中国科学技術大学からは、「どんなに遠く離れていても、私たちは一緒に立ち向かう」というメッセー
ジとともに、1,000枚が寄贈されました。
　寄せられた多くの励ましに心より感謝し、医学部附属病院や学内の保育園などで活用します。

中国科学技術大学からのご寄附

上海市人民対外友好協会よりマスクの寄附

　星屋秀幸国際担当参与のご助力により、上海市人民対外友好協会からマスク
1,160枚が寄附されました。
　上海市人民対外友好協会とは、2017年の日中国交正常化45周年上海白玉蘭
会特別シンポジウムにおいて、ノーベル物理学賞受賞者である天野　浩未来材
料・システム研究所教授の講演会を主催いただいたことを契機に交流を深め、
2018年、松尾総長が上海訪問の折に、上海市と本学の関係強化について意見
交換を行いました。
　マスクには、「山川異域、風月同天」とメッセージが添えられており、温かい
お心遣いに深く感謝するとともに、マスクは学内で有効に活用します。

楊靖さんからのご寄附 楊湛さんからのご寄附
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祝 受賞

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325 http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/publication/topics/_no325.html

　名古屋大学発学生ベンチャーである株式会社オプティマインド代表取締役社長の
松下　健さんが、Forbesの30 under 30 Asia 2020（Industry, Manufacturing & 
Energy）部門に選出されました。
　30 under 30は、各界で活躍する30歳未満のイノベーターを表彰するForbes US版
発祥のアワードです。ビジネスだけでなく、アート、テクノロジー、教育、メディア、ス
ポーツ等多様なカテゴリから、次世代を担う若者を毎年選出しており、今回、松下さんは
そのリージョナル版（アジア）で、同部門では日本人として唯一の選出となりました。

名古屋大学発学生ベンチャー
株式会社オプティマインド 代表取締役社長の松下　健さんが、
Forbes の30 under 30 Asia 2020に選出される

松下　健さん

令和2年度科学技術分野の文部科学大臣表彰を10名が受賞

　この賞は、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃えること
により、科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、我が国の科学技術水準の向上に寄与することを目的としたものです。
本学からは科学技術賞で5名、若手科学者賞で5名が受賞しました。

科学技術賞
氏　名 所属・職名 業 績 名

◎祖父江　元
　勝野　勝央
　足立　弘明

名誉教授（愛知医科大学理事長）
大学院医学系研究科 教授
元・大学院医学系研究科 COE特任准教授（産業医科大学教授）

運動ニューロン疾患の病態と治療に関する研究

◎田仲　由喜夫
　柏谷　聡

大学院工学研究科 教授
大学院工学研究科 教授 非従来型超伝導体の界面現象の研究

 ◎筆頭著者

若手科学者賞
氏　名 所属・職名 業 績 名

上田　奈津実 大学院理学研究科 講師 脳神経回路の形成と機能を支える分子メカニズムの研究

川﨑　猛史 大学院理学研究科 講師 過冷却液体の動的不均一性と構造に関する理論的研究

安井　隆雄 大学院工学研究科 准教授 ナノ空間制御による革新的バイオ分析法の創出に関する研究

イェーリッシュ　ヨハネス 大学院多元数理科学研究科 准教授 エルゴード理論およびその様々な分野への応用の研究

小野　大輔 環境医学研究所 助教 哺乳類概日時計中枢の脳内神経ネットワークに関する研究

8



羽ばた
け！

働く人を考える会社 ～ あなたも活躍しよう ～ 
 株式会社SNAPSHOT

宇宙と地球でミライの食糧生産を支える 
 株式会社TOWING

　株式会社SNAPSHOTは、HR Tech（人事領域の
テクノロジー活用）事業を通じて、社会課題を解決
する起業家を育成し、社会貢献を行う会社です。
　2000年に創業した当初は、iモードのコンテンツ管
理の仕組みを開発し、提供していましたが、2002年
から、人事総務業務支援のパッケージソフトウェア「B2E pro.」の開発に着手し、2004年、製品の初版をリリー
スしました。それから、5回ほどバージョンアップを行い、大企業を中心に約80社の導入実績があるだけでなく、
累計8万ユーザを超える方に利用いただいています。
　新規のHR Tech事業にも、積極的にチャレンジしています。また、有給インターンシップの受け入れも積極
的に行っており、「愛知県に企画系のクリエイティブな有給インターンシップがない」という声に応え、有給イ
ンターンシップ事業「N-aiku」も始めました。興味がある方は、是非、Webサイトより、お問い合わせください。

　TOWINGは、宇宙農業実現と地球農業発展を目指します。
キーテクノロジーは循環型栽培可能な人工土壌を創出するデザ
イナーソイル技術です。当社には同技術の開発者に指導を受け
たメンバーが複数在籍し、ノウハウを活かして迅速にビジネス
展開可能です。
　月面で入手可能なレゴリス（月の土）や植物炭（非可食部）
を利用したデザイナーソイルを創り、月面循環型栽培システム
を研究開発しています。この植物炭を利用したデザイナーソイ
ルは、炭素を大地に固定でき、低炭素な農業として地球上でも
注目されています。また、慣行農法では5年以上とされる土づ
くり期間を、同技術の活用により最短1カ月に短縮できます。
これは嗜好作物から常食作物の栽培転換を図る途上国の地方都
市周辺や先進国での都市型循環型菜園への活用に最適です。宇
宙での作物栽培と地球での植物残差利活用に関するビジネス
パートナー募集中です。

名古屋大学発ベンチャー

名古屋大学発ベンチャー

　 URL   https://towing.co.jp/

　 URL   https://www.snapshot.co.jp/
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名古屋大学基金 https://kikin.nagoya-u.ac.jp/

名大応援エコギフト

名古屋大学基金ホームページのリニューアルと
主なトピックスのご紹介

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は未だ世界で
猛威を振るっており、終息の見込みが立っていない状況で
す。学生の中にはそれぞれのインターネット接続環境によ
り不自由な状態の中で勉学に励んでいる者、留学生に至っ
ては、大学生活もままならず、アルバイト収入も絶たれ、
日々の生活に希望と目標を見失いつつある者もいます。そ
こで、本学では新型コロナウイルス感染症対策緊急学生支
援基金を期間限定（令和3年3月31日まで）で立ち上げ、
これまでに多くの温かいご支援と応援メッセージをお寄せ
いただいております。
　皆さまのご支援を励みに、コロナ禍の学生支援の現場で
奮闘する職員にインタビューしました。是非ご覧ください。

主なトピックス■

 名大ファミリーにクローズアップ！1

　皆さまは名古屋大学基金ホームページをご覧になったことはありますか？
　近年、どの大学でも、教育・研究活動両面での財政基盤安定のため、基金活動に力を入れています。それは単
なるお金集めではなく、大学の現状、その中での取り組み、そして向かおうとする未来を率直に伝え、卒業生・
在学生の保護者をはじめとした一人ひとりの共感を得て、温かい応援者を増やしていくところから始まります。
　この度、そのような思いを込めて基金ホームページをリニューアルいたしました。ホームページを通じて、名
古屋大学に、そして名古屋大学基金に関心をもっていただけたら幸いです。

　身の回りの使わなくなったものを整理しながら名古屋大
学を支援できる、新しいかたちの寄附スキームをはじめま
した。ご寄附いただいたものは、名古屋大学が提携する会
社で査定され、査定額が名古屋大学へと寄附される仕組み
です。今の時代、自宅の古本、衣料品から電化製品まで、
いらなくなったものは迷わず捨てる断捨離がブームとなっ
ている一方、まだ使えるものは廃棄物化を避け、リユース
で循環させていくことは未来の環境を守るささやかな手段
となります。環境に優しい寄附を通じて社会貢献ができる

「名大応援エコギフト」では、皆さまからの心温まるギフ
トをお待ちしております。

※詳しくは、名大応援エコギフトHPをご覧ください。
　https://kaitori-okoku.jp/kifu/nagoya-u/

 新しい寄附のかたち「名大応援エコギフト」スタート！2

学生支援監と農学部附属農場からの学生への食料支援

「名大応援エコギフト」で寄附できるもの
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急性骨髄性白血病における予後不良因子を解明
－新たな治療方法の開発、治療成績の向上に 
つながる期待－

ディープラーニングによる内視鏡診断支援 
ソフトウェアディープラーニングによる 
内視鏡診断支援ソフトウェア

進行卵巣癌の悪性化に関わる新たな 
メカニズムを解明！
－腹膜環境から化学療法抵抗性の原因－

小細胞肺癌を光で破壊！
－新たな近赤外光線免疫療法の応用－

植物の驚異の適応能力
－葉の空腹を根に伝えるホルモンを発見！－

肺がんの新たな治療戦略へ期待！
－免疫療法の治療効果の改善へ－

○ RUNX1-RUNX1T1もしくはCBFB-MYH11
キメラ遺伝子発現急性骨髄性白血病（CBF-
AML）の網羅的遺伝子変異解析を実施

○ RUNX1-RUNX1T1 陽性 AML では KIT 遺伝
子エクソン17変異が予後不良因子であること
を解明

○ CBFB-MYH11陽性AMLではNRAS遺伝子変異、治療後の微小残存病変
（MRD）の存在が予後不良因子になることを解明

○CBF-AMLに対する新たな治療法の開発、予後の改善が期待

○ 内視鏡画像を人工知能（AI）によって解析す
ることで、画像中に病変が映っているかどう
かを推測するソフトウェアを開発し、1月24日に医薬品医療機器等法に基
づく承認を取得した

○ 開発したソフトウェア「EndoBRAIN®-EYE」が採用しているAIはディー
プラーニングと呼ばれる機械学習の一種であり、多くの画像を学習するこ
とで高い精度の解析が実現可能な手法である

○ EndoBRAIN®-EYEはオリンパス社製の汎用大腸内視鏡（ハイビジョン
画質以上）に使用可能であり、多くの内視鏡と組み合わせて使用すること
ができる

○ 卵巣癌は多くが腹膜播種を伴う進行期に
発見され、難治性化する予後不良な癌腫
である。化学療法抵抗性が最大の予後不
良因子であるが、機序に関して不明点が多い

○ 本来バリア機能を果たす腹膜表面の中皮細胞が、TGF-β1により卵巣癌
関連腹膜中皮細胞（OCAM）へと変化し、癌細胞と共に浸潤することで腹
膜播種の微小環境を形成する

○ OCAMに発現するフィブロネクチンが、癌細胞内のAktシグナルを活性
化し、プラチナ製剤への抵抗性を獲得する

○ 小細胞肺癌の新規治療法開発はこれまであま
り進んでおらず、開発が待たれている

○ 今回、小細胞肺癌や大細胞神経内分泌肺癌に
特異的に発現する分子であるDLL3を標的とする近赤外光線免疫療法の開
発に成功した

○ 治療の手段が限られる小細胞肺癌に対する新たなの治療法の提案で、標的
細胞を特異的に破壊する

○ 本研究は、近赤外光線免疫療法を人の小細胞肺癌治療へ応用する際、基礎
的知見として貢献することが期待される

○ 植物の葉は、窒素欠乏を感じると根に窒素吸収を促
すホルモン（新発見）を送る

○ このホルモンを作れない植物は、葉が小さくなって
正常に生育できない

○ 効率よく窒素栄養を吸収し、最小限の肥料で生育で
きる作物の作出が可能に

○ 免疫療法の有効性が示されている肺癌の中で、
EGFR遺伝子変異陽性肺癌では効果が乏しいとされ
る原因の一つを解明

○ EGFR遺伝子変異陽性肺癌は、ケモカイン分泌の調
節を介して制御性T細胞を呼び寄せ、CD8+T細胞
を遠ざけることで、がん免疫療法に抵抗していた

○ EGFRチロシンキナーゼ阻害剤と免疫療法の併用により、EGFR遺伝子変
異陽性肺癌ではより良好な治療効果が得られる可能性を示した

大学院医学系研究科　清井 仁教授　石川裕一助教　川島直実助教 大学院情報学研究科　森 健策教授

大学院医学系研究科
　 吉原雅人大学院生　梶山広明准教授　吉川史隆教授　那波明宏特任教授

大学院医学系研究科　磯部好孝大学院生　佐藤和秀特任助教　芳川豊史教授
未来社会創造機構　湯川 博特任准教授
大学院工学研究科　馬場嘉信教授

大学院理学研究科　松林嘉克教授　太田崚友大学院生 大学院医学系研究科　西川博嘉教授

CBF-AMLにおけるKIT遺伝子変異の予
後への影響（無再発生存）
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統合失調症と関連するヒトの染色体微細欠失を 
再現した新しいモデルマウスを作製

小児、若年成人に多い難治性の脳腫瘍の予後 
不良マーカーの発見
－全ゲノム解析による染色体異常の解析により、新たな治療法の確立へ－

健康診断でパーキンソン病・認知症のリスクを
評価：早期発見・予防への足掛かり

見えた！ゲノムDNAを修復する酵素のすがた
－高速原子間力顕微鏡により解明された分子レベル 
の酵素の動き－

難治性子宮体癌に対する新規治療法の開発
－子宮体癌に対するプラズマ治療の抗腫瘍効果と 
新規メカニズムを発見！－

糖尿病網膜症における網膜機能障害の解明
－新たな治療戦略への挑戦－

○ 統合失調症の高い発症リスクである染色体の微細欠失で
ある22q11.2欠失に着目し、ゲノム編集技術を用いて
22q11.2欠失をマウスで再現することに成功した

○ この遺伝子改変マウスを解析したところ、プレパルス抑制の低下や視覚誘
発電位の異常という統合失調症と関連する表現型が観察された

○ 本研究により、22q11.2欠失というヒトの染色体微細欠失を再現した、新
しい統合失調症モデルマウスが作製された

○ このモデルマウスは、統合失調症の発症メカニズムの理解や治療法の開発
に貢献することが期待される

○ 小児や若年成人に多く予後不良な脳腫瘍
であるびまん性正中部神経膠腫の予後不
良マーカーは見つかっていない

○ びまん性正中部神経膠腫の全ゲノム解析
を行った結果、特徴的な染色体構造異常
を発見した

○ この染色体構造異常を有する症例ではエピゲノム変化がより強く誘導され
ており、予後不良であった

○ 今後、本腫瘍の形成や進展のメカニズムの解明につながることが期待され
る

○ レビー小体病はパーキンソン病とレビー小体
型認知症を含む疾患概念であり、神経症状の
発症10～20年前から便秘やREM期睡眠行動
異常症、嗅覚低下などの前駆症状を呈する

○ 本研究において、自覚症状がない50歳以上の
健診受診者の5.7%が、2つ以上の前駆症状を
有するレビー小体病ハイリスク者であることが明らかになった

○ 今後ハイリスク者に対する二次精査を進め、レビー小体病の先制治療を目
指した臨床研究に着手する予定である

○ 放射線から私たちのゲノムDNAを守る
ヒト DNA 修復酵素 MRE11/RAD50/
NBS1（MRN）の分子レベルの構造や
動きを解明した

○ 明らかとなったMRNの分子構造は欧米のトップ研究グループにより長年
提唱されてきた定説を覆すものであり、MRNが働く仕組みの理解を大き
く深めるものであった

○ ヒトMRNはゲノムDNAを修復する酵素だがゲノム編集技術にも重要な酵
素であり、今回の発見の医学・生物学的意義は大きい

○ 培養液に大気圧低温プラズマを照射して作成
したプラズマ活性溶液を用いて、子宮体癌細
胞の増殖抑制と細胞死を誘導した

○ メカニズムとして、プラズマ活性溶液による
オートファジー細胞死の誘導への関与が示唆された

○ 子宮体癌の難治性病態の一つである腹膜播種に対する有効な治療法の選択
肢となり得る

○ 糖尿病網膜症（DR）における網膜機能障害に
は、Müller細胞から産生される神経栄養因子
のBDNFの減少も関与している

○ ω3脂肪酸の1つであるエイコサペンタエン
酸（EPA）は内服後に代謝され、その代謝産物の中でも特に18-HEPEが
特定の組織のみに作用し、BDNF産生・網膜内神経細胞機能をそれぞれ改
善する

○ EPA内服には神経栄養因子を介してDR早期の網膜障害を改善する可能性
がある

大学院医学系研究科　尾崎紀夫教授　山田清文教授　永井拓准教授
医学部附属病院　久島 周病院講師
脳とこころの研究センター　森 大輔特任准教授

大学院医学系研究科　前田紗知大学院生　大岡史治助教　夏目敦至准教授

大学院医学系研究科　勝野雅央教授　服部 誠客員研究員 大学院理学研究科　内橋貴之教授

医学部附属病院　芳川修久病院助教　水野正明病院教授
大学院医学系研究科　梶山広明准教授　吉川史隆教授
低温プラズマ科学研究センター　堀 勝教授

大学院医学系研究科
　鈴村文那大学院生　兼子裕規病院講師　寺﨑浩子教授

質問紙調査によるハイリスク者の同定

全ゲノム解析とddPCR解析による染色体構造
解析
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温度差で発電する柔らかい電池の開発へ前進！
－IoT社会を支えるウェアラブルな電源－

水素透過金属膜を活用した新しい 
水素センシング素子を開発
－工業、医療、農業など多様な分野での応用に期待！－

球脊髄性筋萎縮症においてシナプスは重要な 
役割を果たす
－神経筋接合部を標的とした病態解明と治療法開発に期待－

細菌のセンサーから紐解く
神経刺激を伝えるタンパク質の太古の姿

乳癌における乳頭温存乳腺全摘術のリスク 
低減へ！
－CTで乳頭内乳管の可視化に成功－

母親の深呼吸は乳児の安らぎに
－母親との身体的接触による調整効果－

○ 導電性プラスチック（高分子）の熱
電変換性能を、電荷量の自在なコン
トロールにより簡便に制御すること
に成功

○ 電荷量の増加に伴い実現する高分子の非金属－金属転移が、最大発電性能
を決める鍵となることを初めて解明

○ 軽量・柔軟な特徴を持つプラスチックを用いた、フレキシブル・ウェアラ
ブルな熱電変換素子の開発につながると期待

〇 可燃性ガスや、水蒸気を含む雰囲気中、酸
性もしくはアルカリ性の液体中などの従来
の水素センサでは測定が困難な過酷環境中
でも水素濃度を測定可能な、新しい水素セ
ンシング素子を開発

〇 本センサ素子は以下の特徴を有している。①水素透過金属膜の活用により、
様々な環境で水素のみを検知可能、②0～100％の広い測定濃度範囲を有
し、極めて希薄な水素濃度でも高感度に測定可能、③応答速度が速く、高
濃度の水素ガスにさらされた後も素早く復帰可能

〇 工業、医療から農業に至るまで、水素の関わる幅広い分野への応用に期待

○ SBMAの患者さんから疾患特異的iPS細胞を
樹立し、運動神経へ分化誘導させた後、フロー
サイトメトリーで運動神経を純化した

○ 網羅的トランスクリプトーム解析を行ったと
ころ、SBMA運動神経は、シナプス、神経伝達物質、エキソサイトーシス、
エピジェネティクス関連の遺伝子群の発現上昇を示した

○ 特にシナプス形成に重要なRSPO2、WNTリガンドの発現上昇を示した
○ これらの結果から、SBMAの病態解明や新しい治療開発につながることが

期待される

〇 細菌の膜電位感受性カルシウムチャネルを世
界で初めて発見した

〇 ヒトのカルシウムチャネルにも共通する選択
的なイオン透過機構について、新たな知見が
得られた

〇 このカルシウムチャネルは先祖型の特徴を保持していると考えられ、イオ
ンチャネルの進化についての知見が得られた

〇 効果的なカルシウム拮抗剤の開発などに貢献することが期待される

〇 X線暗視野CTは染色した組織切片に匹敵す
る組織コントラストで画像を提供できるため、
微細解剖学分野の研究に貢献できる

〇 ヒト乳頭51症例の解析により、乳頭内乳管数、
乳頭先端における乳管の合流点（開口）数、乳頭内乳管の3次元配置が3
つのタイプに分類できることを明らかにした

〇 51症例中9症例で乳頭内に乳癌が存在し、うち6症例の非浸潤性乳管癌
についてTibor Totのsick lobe理論を支持する結果を得た

○ 心拍変動は迷走神経活動の指標として
用いられており、これまでの研究で乳
児期の心拍変動が発達段階において言
語能力や心理的発達のような様々な側
面を予測すると報告されている

○ 発達初期の3～8ヶ月児が母親に抱かれた際、母親の深呼吸によって、乳
児の心拍変動が増強されるかについて検証した

○ 乳児の心拍変動は母親の深呼吸で増加し、その傾向は高月齢児（6～8ヶ月
児）が低月齢児（3～5ヶ月児）よりも強く、高月齢児では迷走神経活動も
強化されていた

大学院工学研究科　田中久暁助教　竹延大志教授　伊東 裕准教授 大学院工学研究科　湯川 宏助教

大学院医学系研究科　小野寺一成客員研究者

細胞生理学研究センター　入江克雅助教

大学院医学系研究科　砂口尚輝准教授

大学院情報学研究科　大平英樹教授
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未来の生活で有用な材料を開発！
－高度先進医療やソフトロボットに応用可能－

宇宙の電磁波の「さえずり」がオーロラの 
「またたき」を制御

－北極域での高速オーロラ観測と科学衛星「あらせ」による国際協調観測－

心と体をつなぐ心身相関の仕組みを解明
－ストレス関連疾患の新たな治療戦略へ－

遺伝子にできたDNAの傷を効率よく修復する
仕組みを解明

土星の衛星タイタンがひとりぼっちになった訳 稀な病型の悪性リンパ腫に対する世界初の 
前向き臨床試験の結果公表
－患者の予後の改善につながる標準的治療法を確立－

○ 粒径の揃った直径約100 nmの球状の硬いシリカ微粒
子を柔らかな架橋高分子に濃厚分散させることで、シリ
カ微粒子が秩序を有する状態で架橋高分子内に配列した
複合エラストマーが得られる

○ 得られた複合エラストマー内において、シリカ微粒子か
ら散乱される可視光は、微粒子による秩序構造形成のため、干渉し相殺さ
れ、あたかも光を散乱しないようになり、光学的に無色透明な状態となる

○ シリカ微粒子と架橋高分子との相互作用の結果、複合エラストマーは、シ
リカ微粒子の添加量に伴って力学的にタフ（高靱性）になる

○ これまでは、観測の時間分解能が不足してい
るために、オーロラの秒以下の「またたき」
を制御している要因がコーラス波動の「さえ
ずり」であることを実証することができなかった

○ 北欧とアラスカに設置された高速オーロラカメラと科学衛星「あらせ」によ
る国際協調観測により、オーロラの「またたき」がコーラス波動の「さえずり」
に対して、秒以下の時間スケールで完全に呼応していることが実証された

○ この成果は、オーロラが持つ多様な形態を説明する糸口になるだけでなく、
人工衛星の障害を引き起こすヴァンアレン帯の電子の形成過程の解明にも
つながる

○ 脳の中で心理や情動を処理する大脳皮質から
体を調節する視床下部へストレス信号を伝達
する心身相関の神経伝達路を発見した

○ ラットの実験において、この神経伝達路を破
壊あるいは抑制すると、社会心理ストレスによる体温、脈拍、血圧の上昇
反応とストレス源から逃避する行動が、いずれも起こらなくなった

○ この神経伝達路は、パニック障害や心因性発熱などのストレス関連疾患の
治療法の開発において標的となる経路として有望であると考えられる

○ 2型RNA合成酵素（RNAPII）を構成するRPB1蛋白
質の1268番目のリジン残基のユビキチン化修飾は、
転写領域でのDNA修復の開始反応に必須

○ 転写障害の発生時には、ユビキチン化されたRNAPII
とUVSSA蛋白質が協調的に働き、DNA修復蛋白質の複合体であるTFIIH
をDNA損傷箇所へ集積させる

○ 新たに開発した検出法により、DNA損傷箇所で停止したRNAPIIとDNA
修復の速度をゲノムワイドに定量することが可能になった

○ RNAPIIのユビキチン化修飾システムは、DNA損傷を効率良く修復し、正常
な転写を保つ事で、コケイン症等に見られる神経変性病態を抑制している

○ 土星とタイタンのように、大きな衛星がひと
つしかない衛星系の形成過程は長らく謎とさ
れてきた。惑星の周囲を取り巻くガス円盤か
ら生まれた衛星は、軌道の変化によりその多
くが惑星に飲み込まれると考えられてきた

○ ガス円盤の温度を考慮したシミュレーションにより、衛星の惑星への落ち
込みが防がれる「安全地帯」が存在する場合があることが明らかになった

○ 「安全地帯」に一時避難した衛星だけが生き残り、衛星を一つだけ持つ衛
星系が形成されうるという衛星形成シナリオを初めて提唱した

○ 血管内大細胞型B細胞リンパ腫は、稀で悪性
リンパ腫の一般的特徴であるリンパ節腫脹を
欠き、診断が困難

○ 標準治療である抗CD20抗体併用化学療法で
は、治療経過中に中枢神経浸潤を来たし、治
療成績が不十分

○ 標準治療に中枢神経浸潤予防治療を組み合わせた治療を評価する、本病型
に対する世界初の臨床試験を施行

○ 中枢神経浸潤が減少し治療成績の向上に成功、本病型に対する初めての標
準的治療法を確立

大学院工学研究科　竹岡敬和准教授 宇宙地球環境研究所
　三好由純教授　大山伸一郎講師　塩川和夫教授　藤井良一名誉教授

大学院医学系研究科　片岡直也特任助教　中村和弘教授 環境医学研究所　荻 朋男教授　中沢由華助教

高等研究院（大学院理学研究科）　藤井悠里特任助教 医学部附属病院　島田和之講師　鍬塚八千代病院助教　島田聡子病院助教
大学院医学系研究科　清井 仁教授　中村栄男教授

無増悪生存割合
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がん放射線治療のさらなる安全性の向上に寄与
－がん治療用放射線源による水の発光の可視化に成功－

熱画像から明らかになった小惑星リュウグウの
高空隙率

小惑星リュウグウへの人工衝突実験による 
重力支配型クレーターの生成

新たな卵巣がんの化学療法の開発へ！
－葉酸修飾シクロデキストリンの有用性評価－

○ 高線量率小線源治療に用いるγ線の線源（米
粒大）を見るために、水中の微弱なチェレ
ンコフ光を可視化することに成功した

○ この方法は、一枚の投影画像を使用して、線量分布、線源強度、線源位置
を同時に測定できるため、がん治療前の迅速かつ簡単な品質保証法に適し
ている

○ 線源動作エラーを未然に発見することで、さらに安全ながん放射線治療の
実施に寄与すると期待される

○ 人体に組成が近く、身近な水の発光を、広くがん放射線治療の簡便な品質保
証法に適用できる可能性を示すことができるため、さらなる応用が期待できる

○ 小惑星リュウグウはC型（炭素質）小惑
星で、炭素質コンドライト隕石に似た物
質でできていると考えられていた

○ 探査機「はやぶさ2」に搭載された中間
赤外線カメラ（TIR）を用いて、小惑星表面の日変化を調べた結果、表層
の岩塊は温まりやすく冷めやすいことがわかり、上記の隕石よりもずっと
隙間の多い物質からできていることがわかった

○ 岩塊を造ったリュウグウ母天体が空隙率の高い天体であったことを示唆す
る

○ 探査機「はやぶさ2」は小型搭載型衝突装
置（SCI）を用いて小惑星リュウグウに人
工クレーターを生成することに成功した

○ 分離カメラDCAM3はクレーター放出物の
カーテンが広がっていく様子を捉えた

○ クレーター直径が14.5 mと大きく、放出物カーテンが地面から離れなかっ
たことから、表層の強度は弱く、クレーター形成が重力だけに支配される
ことがわかった

○ リュウグウの表面年代が約1000万年であることもわかった

○ 葉酸修飾シクロデキストリンが腹腔内に定
着した卵巣がん細胞を特異的に標的化でき
ることを明らかにした

○ 葉酸修飾シクロデキストリンで包摂したパ
クリタキセルを投与したマウスでは好中球
は減少しなかった

○ 葉酸修飾シクロデキストリンがプロトン共役葉酸トランスポーター発現依
存的に卵巣がんを傷つけることが分かった

大学院医学系研究科　余語克紀助教 大学院環境学研究科　渡邊誠一郎教授

大学院環境学研究科　渡邊誠一郎教授　諸田智克講師（当時） 大学院医学系研究科　那波明宏特任教授　小屋美博特任講師
　斉藤伸一客員研究者　吉川 史隆教授　梶山広明准教授

©Okada et al.,Nature 2020

©Arakawa et al., 2020

腹膜播種モデルマウスにおける抗腫瘍効果の
検討結果

2020年7月30日発行
編集・発行／名古屋大学管理部総務課広報室
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。
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本年3月まで国際機構に在籍していた辻 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、2018年8月に書店やインターネット上で販売を
開始し、多くの方に購入いただきました。

現在、第2弾を発売中。

附属病院での「カイゼン」とは？　「台風の目に飛び込む」って
どういうこと？　今、話題の「はやぶさ2」に関わる名大の教
員とは？　そして、名古屋にある大学だからこそ学べる「クルマ」
のこと……　研究そのものはもちろん、研究に携わる人々の人
柄にまで触れることのできる一冊に仕上がりました。

ご興味がおありの方は是非、以下サイトをご確認ください。

 発売中！

辻
つじ

 篤
あ つ こ

子 特任教授

http://www.meidaiwatch.iech.provost.nagoya-u.ac.jp
「名大ウォッチ」ウェブ版 インターネット販売

アマゾン　名大ウォッチ
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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。

　現在、新型コロナウイルス感染症が世界中で蔓延しており、健康医療は言うに及ばす、
私たちの社会活動に広範かつ深刻な影響を及ぼしております。名古屋大学の学生への
影響も甚大であり、学ぶ意欲をもちながらも困窮している学生の支援や、遠隔授業等
の学習環境整備により、質の高い教育活動を維持するため、ご支援をお願いいたします。

■ 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 https://kikin.nagoya-u.ac.jp/

アクセスはこちらから

名古屋大学基金のご案内

新型コロナウイルス感染症対策緊急学生支援基金ご支援のお願い
Webでもご寄附を受け付けております。

 https://fundexapp.jp/nagoya-u/entry.
php?purposeCode=110000

開かれた名大を守れ ― 1996年の東山キャンパス騒動 ―
　正門を持たないなど、学外にオープンであることで
知られる東山キャンパスですが、このたびは新型コロ
ナウイルス感染症の流行のため、学外者の入構禁止措
置がとられました（7月20日現在は、緩和されていま
す）。実は24年前にも、この開かれたキャンパスの危
機がありました。
　1996（平成8）年6月下旬、東山キャンパス構内で名
大生が暴走族に襲われ、暴行や恐喝、現金の強奪に至
る事件が、届出のあったものだけで8件も発生しまし
た。3件は明るい時間帯のものであり、6月中は構内を
暴走族のバイクが白昼堂々、轟音を立てて走り回ると
いう光景が頻繁に見られる異常事態となりました。
　新聞報道によれば、大学構内に逃げ込めば警察も
追って来ず、学生を脅せば現金を奪えるという誤った
認識が、多数の暴走族グループに広まっており、これ
が事件の多発につながったとされています。以前から、
構内におけるバイクの迷惑運転や無秩序な駐車・駐輪

などのマナーの悪さが指摘されており、それが事件を
誘発した面もありました。また、より大きな背景とし
て、キャンパス周辺の急速な都市化を挙げることがで
きます。
　名大では、この状況に対し、開かれたキャンパスを
守りながら学生と職員の安全を確保することに、全学
を挙げて取り組みました。まずは、警備体制の強化、
注意を促す立看板や掲示、バイクの侵入防止設備の
設置、要所への門扉の新設などの措置をとりました。
1997年度以降は、学生のバイク通学の規制強化、警察
の構内立入りに際してのルール整備、カード式入構シ
ステムの導入とその有料化などを進めました。1997年
のキャンパスマスタープランには、この事件がキャン
パスの防犯問題の警鐘になったと記されています。
　現在では、暴走族が激減したこともあり、当時のよ
うな危険はなくなりました。開かれたキャンパスの伝
統は、これからも大事にしていきたいものです。

1　�四谷通から工学部1号館（現在のIB電子情報館）への入口に新設されたコ
の字型のバリカー。それまでの東山キャンパスの車両規制は、自動車を主
対象とするものであり、バイクに対しては不十分であった。

2　�北部厚生会館北側通路に新設された門扉。現在は使われていない。
3　�1996年6月5日から9日にかけて開催された第37回名大祭。事件直前に
行われたため影響をうけずにすんだ。しかし、今年の第61回名大祭は、新
型コロナウイルス感染症の流行のため史上初の延期を余儀なくされた。

4　�1996年の七大戦総合優勝祝賀会。この年の七大戦は、7月から8月を中心
に名大を主管校として行われ、名大が2度目の総合優勝を果たした。
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