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本メールマガジンは山梨大学 新技術情報クラブ会員の皆様へ最新情 
報をお知らせする目的で配信しております。 
メール配信を希望されない方は、「配信停止」とお書きの上、ご返信く 
ださい。 
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◆子宮内膜症に関する新しい知見 
 
本学医学域産婦人科の吉野修准教授、平田修司教授および徳島大学地 
域産婦人科診療部の河北貴子特任教授、同大学医歯薬学研究部の岩竹 
武教授らの研究グループは子宮内膜症の病態解明にむけて、赤血球お 
よび血小板に含まれる脂質スフィンゴシン 1 リン酸(S1P)に着目し、 
東京大学、富山大学、北里大学、順天堂大学、東北大学、高知大学と 
の共同研究を行いました。研究グループは子宮内膜症の患者さんの腹 
腔内では S1P 濃度が常に高いこと、S1P が免疫担当細胞(マクロファ 
ージ)に作用し、マクロファージの機能低下を引き起こすプロスタグラ 
ンディンの産生を誘導することで子宮内膜症の病態に深く関わること 
を見出しました。 
子宮内膜症は生殖可能年齢女性の 10％が罹患する大変身近な疾患で 
す。子宮内膜症 により引き起こされる炎症や痛みは、勉強や仕事に支 
障を来すだけでなく、不妊症や、 卵巣癌の発生母地にもなることが知 
られており、女性の QOL を低下させる疾患で、WHO（世界保健機構） 
からも制御すべき重要な疾患として認識されています。 
今回、研究グループは赤血球および血小板に含まれる脂質 S1P に着 
目し、子宮内膜症の患者さんの腹腔内における S1P 濃度が常に高い 
こと、S1P がマクロファージに作用し、プロスタグランディンの産生 
を誘導することを見出しました。プロスタグランディンは痛みの原因 
になるだけなく、マクロファージの処理機能を低下させることが知ら 
れています。つまり研究グループは月経血に多く含まれる S1P が子 
宮内膜症の発症および進展に重要であることを明らかにしました。 
 
本研究は Biomedicines(2021 年 10 月)に掲載されました。 
 

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
https://www.yamanashi.ac.jp/wp-
content/uploads/2021/11/20211115prs.pdf 
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◆本学医学部附属病院で県内初の新型コロナウイルス後遺症の専門外 
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来を開設 
 
令和 3 年 11 月 15 日(月)、本学医学部附属病院は新型コロナウイル 
ス後遺症の専門外来を開設しました。 
新型コロナウイルスに感染後、気分が晴れない、疲労感が続く、匂い 
や味が分からないなどの後遺症に悩む方を対象としたもので、後遺症 
について総合的に対応できる病院がなかったことから、県内初の専門 
外来の開設に至りました。 
診療は、患者さんの症状に応じて多様な検査を行った後、各領域の専 
門科と連携して、精神的ケアや漢方の治療を含めた多方面から行いま 
す。 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 チラシ https://www.yamanashi.ac.jp/wp-
content/uploads/2021/11/20211115_covid19.pdf 
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◆－酒縁～ワイン・焼酎・日本酒～ 日本の酒の未来へー 

 第１回日本の酒シンポジウム 開催のご案内 
 
新潟大学日本酒学センター、山梨大学大学院総合研究部附属ワイン科 
学研究センター及び鹿 児島大学農学部附属焼酎・発酵学教育研究セン 
ターは本年９月に日本の酒（日本産酒類）に係わる教育研究活動のさ 
らなる推進を目指し、連携協定を締結しました。その第一歩として、 
新 潟県及び新潟県酒造組合との共催で、「第１回日本の酒シンポジウ 
ム」を開催します。ぜひみなさまのご参加をお待ちしております。 
 
 日 時：令和 3 年 11 月 25 日(木) 13:00～16：50 
 会 場：オンライン(Zoom) 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://www.niigata-u.ac.jp/news/event/2021/95502/ 
 
◆【厚生労働省】過労死等防止対策推進シンポジウム(山梨会場) 
 
近年、働きすぎやパワーハラスメント等の労働問題によって、多くの 
方の尊い命や心身の健康が損なわれ、深刻な社会問題となっています。 
本シンポジウムでは、有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族にも 
ご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について探りま 
す。 
 
 日 時：令和 3 年 11 月 25 日(木) 18:30～20:30 
 会 場：ベルクラシック甲府 エリザベート 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
https://www.p-
unique.co.jp/karoushiboushisympo/page_yamanashi.html 
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◆「南アフリカ・ワインの魅力と日本のワイン市場」オンラインセミ 
ナー開催のご案内 
 
この度、南アフリカ・ステレンボッシュ大学、在南アフリカ共和国日 
本国大使館が主催のオンラインセミナー「南アフリカ・ワインの魅力 
と日本のワイン市場」に本学ワイン科学研究センターが協力し、下記 
のとおり開催いたします。 
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ワインに関心のある方ならどなたでもご参加いただけます。皆様のご 
参加をお待ちしております。 
 
 日 時：令和 3 年 11 月 26 日(金) 16:30～17:30 
 会 場：オンライン 
 
 プログラム、お申込方法等詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://www.yamanashi.ac.jp/34482 
 チラシ https://www.yamanashi.ac.jp/34482 
  
◆医学部附属病院 令和 3 年度腫瘍センターWEB 市民公開講座 
開催のご案内 
 
本院は、「地域がん診療連携拠点病院」に指定されています。がん診療 
連携拠点病院として、がんに関する新たな情報提供・普及啓発活動の 
場として県民に向け「市民公開講座」を開催しております。今年度は 
感染防止の観点から WEB 開催としました。 
パソコンやスマホからサイトに入り視聴ができます。視聴期間は、令 
和３年１０月１９日から令和３年３月２７日までです。 
多くの方にご視聴いただけますと幸いです。 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
https://www.hosp.yamanashi.ac.jp/wp_hosp/wp-
content/uploads/2021/10/bb0b5bdcff45bc9a1f622b2fd
828a972.pdf 
 
◆【山梨県】在籍型出向活用のオンラインセミナーのご案内 
 
雇用調整助成金の特例措置は、段階的な縮減が検討されています。 
在籍型出向は、従業員が在籍したまま、一時的に労働力を必要とする 
企業に出向していただくことで、従業員のモチベーションを保ちなが 
ら雇用を維持できる制度です。在籍型出向により労働者の雇用を維持 
する場合には、出向元と出向先の双方の事業主に助成する「産業雇用 
安定助成金」が活用できます。 
本セミナーでは、制度や助成金の説明のほか、在籍型出向を活用した 
企業様からの事例紹介もあります。 
雇用調整助成金を活用されている企業様、在籍型出向の活用を検討し 
てみませんか。ぜひお気軽にご参加ください。 
  
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/chiiki-koy/jinzai-
share.html 
チラシ（PDF：2,325KB） 

 
◆【甲府商工会議所】甲府商工会議所女性会主催講演会 
  「銀座のママに学ぶ！経営術とおもてなしの心」 
 
甲府商工会議所女性会では銀座ルピエーナオーナーママ/やまとなで 
しこ協会代表理事である日髙利美氏を講師にお招きし、「経営術とおも 
てなしの心」と題した講演会を開催します。 
数多くの一流の方々と関わる銀座のママから実用的な一流の知恵や、 
どのような業者の会社でも通用するスキルと人間性を学び、日々の経 
営に生かしてみませんか。 
 
 日 時：令和 3 年 12 月 1 日(水) 13:30～15:00 
 会 場：（現地）甲府商工会議所 5F ホール 
     （オンライン）YouTube ライブにて配信 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://kofucci.or.jp/seminar/20211201/ 
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◆【甲府商工会議所】営業で成果を出す信頼関係構築術 
          ～お客様からの信頼が成果につながる！～ 
 
本セミナーでは、営業担当者が成果を出すための大前提であるお客様 
との「信頼関係構築術」について具体的に解説致します。「信頼」は顧 
客獲得と長期的な取引につながるだけでなく、お客様との関係性や取 
引の質にも好循環をもたらせます。ぜひ、この機会にご参照ください。 
 
 日 時：令和 3 年 12 月 10 日(金) 14:00～16:00 
 会 場：甲府商工会議所 5F ホール 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://kofucci.or.jp/seminar/20211210/ 
 
◆【甲府商工会議所】インボイス制度の概要と電子帳簿保存法のポイ 
ント 
 
2023 年 10 月から消費税「インボイス制度」が導入されます。イン 
ボイス制度下では、インボイス(一定の事項が記載された請求書)の保 
存が、消費税の仕入税額控除を受ける必要条件の一つになります。発 
行した事業者もインボイスの写しの保存が義務付けられるため、売手 
側も買手側も、経理に係る事務作業の増加が予想されていま 
す。 
このような背景の下、ペーパーレス化が望ましいとされていますが、 
電子データでインボイスを保存するにあたっては、電子帳簿保存法へ 
の対応が必要になります。 
本講習会では、2022 年 1 月に改正される電子帳簿保存法のポイント 
を含めた、インボイス制度への対応について解説いたします。是非ご 
聴講ください。 
 
 日 時：令和 3 年 12 月 13 日(月) 14:00～16:00 
 会 場：甲府商工会議所 201 会議室 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://kofucci.or.jp/seminar/20211213/ 
 
◆【日本電信電話ユーザ協会】オンラインセミナー 

 コロナ禍における働き方・マネジメントの変革 
 

本セミナーは、コロナ禍におけるテレワーク等による IT を活用した働 
き方に合わせた業務マネジメントの変革をテーマとしています。当日 
は、中小企業の ICT の活用推進や生産性向上を目的として、IT 利活用 
の最新動向をご説明いたします。また、元サッカーオリンピック日本 
代表監督の山本昌邦氏を招き、「一流選手から学ぶ目標達成のプロセス」 
と題した特別講演も予定されています。 
 
 日 時：令和 3 年 11 月 26 日(金) 13:30～15:00 
 会 場：Microsoft Teams ライブイベント 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://kofucci.or.jp/news/20211109-1/ 
 
◆【ポリテクセンター山梨】生産性向上支援訓練のご案内 
 
生産性向上人材育成支援センターでは、企業等の生産性向上に向けた 
人材育成を支援するため、幅広い職務階層の方を対象に、「生産・業務 
プロセス」「組織マネジメント」「障がいキャリア形成」「営業・マーケ 
ティング」「IT 業務改善」等、あらゆる分野における生産性の向上に効 
果的な訓練を行っています。 
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従業員の人材育成をお考えの事業主のみなさまへ、当センターがご要 
望に合った訓練コースをご提案します。生産性向上に資する様々なカ 
リキュラムを基に、企業が抱える問題やニーズに応じて、オーダーメ 
イドで訓練コースをカスタマイズします。 
 
 カリキュラムの詳細や現在受講者募集のオープンコース等詳しくは

下記 URL よりご覧ください。 
https://www3.jeed.go.jp/yamanashi/poly/biz/hl52qs0000
04dlvl.html 
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￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
◆【山梨県】就職氷河期世代の正社員雇用等に係る助成金のご案内 
 
〇山梨県就職氷河期世代安定雇用助成金 
山梨県では、不安定な就労状態にある就職氷河期世代の安定した雇用 
を促進するため、厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金（就職氷河 
期世代安定雇用実現コース）」の支給決定を受けた事業者に対し、助成 
金を上乗せ支給します。 
採用後 6 か月定着で中小企業の場合「最大 60 万円」(国＋県)の助成 
が受けられます。 
 
〇山梨県就職氷河期世代正社員化促進奨励金 
山梨県では、就職氷河期世代で非正規雇用労働者の正社員雇用の促進 
を図るため、厚生労働省「キャリアアップ助成金（正社員化コース） 
[有期→無期][無期→正規]」の支給決定を受けた事業主に対して奨励 
金を上乗せ支給します。 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/chiiki-
koy/syuushokuhyougaki.html 
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       ～会員企業様の課題をお伺いします～ 
 
技術課題や大学の知恵を借りたいなど、ございませんでしょうか。 
会員企業様の持っておられる技術課題をお伺いします。 
インターネットを活用したご相談もお受けいたしますので、ご希望の 
会員様がございましたら、事務局までお気軽にご連絡ください。 
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1）このメールの内容は、提供された会員様限りでご使用下さい。 
2）メールの内容については国立大学法人山梨大学が著作権を有しま 
す。 
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