
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 熊本大学大学院医学薬学研究部 
（ 中 国 ） 拠 点 機 関： 中国医学科学院・中国協和医科大学 

（ タ イ ） 拠 点 機 関： コンケン大学 

( ｴ ｼ ﾞ ﾌ ﾟ ﾄ ) 拠 点 機 関： スエズ運河大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：新興・再興感染症研究ネットワ－ク構築促進及び若手研究者の育成               

（交流分野： 感染制御   ）  

（英文）：Research cooperation and promotion of young investigators in international 

network against infectious diseases 

                   （交流分野：Infection Control）  

研究交流課題に係るホームページ：http://www.medphas.kumamoto-u.ac.jp/research/rinri/asia.html 

 
３．開始年度 
  平成 17 年度（ 3 年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１９年 4 月 1 日 ～ 平成２０年 ３月３１日 
 
５．実施体制 
日本側実施組織 
拠点機関：熊本大学大学院医学薬学研究部 

 実施組織代表者：副学長・大学院医学薬学研究部・教授・阪 口 薫 雄  

 コーディネーター：：副学長・大学院医学薬学研究部･教授･阪 口 薫 雄 

 協力機関：  
 事務組織：事務窓口；熊本大学生命科学系事務部究支援担当係長 浜砂建郎 

予算管理；熊本大学生命科学系事務部経理担当係長 池田今朝秀 
契約窓口；熊本大学研究・国際部社会連携課係長 山本正明 

 相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College 
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      （和文）中国医学科学院・中国協和医科大学  

コーディネーター：（英文）President ・Depei Liu 

協力機関：（英文）China Medical University 

     （和文）中国医科大学 

 

（２）国（地域）名：タ イ 

拠点機関：（英文）Khon Kaen University 

      （和文）コンケン大学 

 コーディネーター：（英文）Faculty of Associated Medical Sciences・Chair of the department, 

Associate Professor・ Temduang Limpaiboon 

協力機関：（英文）Chulalongkorn University, Mahidol University 

     （和文）チュラロンコン大学、マヒドン大学 
 

（３）国（地域）名：エジプト 
拠点機関：（英文）Suez Canal University 

      （和文）スエズ運河大学 

 コーディネーター：（英文）Faculty of Medicine・Professor & Chairman,  El-Gohary Ahmed 
拠点機関：（英文） 

      （和文） 
  
 
６．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 
 

新興及び再興感染症の予防・制御法の開発に資する学術的基盤研究を推進するため、

熊本大学大学院医学薬学研究部をコアに、中国、タイ、エジプトなどの研究機関との

感染症研究ネットワ－クを構築し、かつ、日本とアジア・アフリカ地域の研究交流を

介して、若手研究者の育成を図る。各拠点における感染症研究の基盤整備・拡充、お

よび共同研究を推進する。各研究拠点間での研究者、大学院生などの交流を介して、

感染防御機構、感染免疫、感染抵抗性遺伝子・タンパク質についてのゲノミックス・

プロテオミックス解析などの新しい技術・情報の供与と交換を行い、ワクチン開発な

ど感染予防・制御の開発と若手研究者の育成に向けた共同研究を進める。 
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

・中国 

拠点機関の中国医学科学院・中国協和医科大学から１名の博士課程後期課程

の院生（Jin Zhao ２７１日）を長期にわたり招聘した。 

Jin Zhao は、阪口教授の下で「SARS ウィルスエピト－プに対して中和活性

を有する高親和性モノクロ－ナル抗体の作製」を共同研究課題として取り組ん

だ 

 

・エジプト 

     本年度は、実施計画の段階から人的交流は予定がなかったが、e-mail 等の

交換で、特に肝炎の病態、診断、治療法の確立に向けた共同研究を行った。 

 

・ タイ 

   拠点機関のコンケン大学から２名の博士課程後期課程の院生（Mutita 

Junkingは２５０日、Waraporn Chan-onは２３４日）を長期にわたり招聘した。 

Mutita Junking は、荒木准教授の下で「コランジオカルチ－マ組織・細胞

のゲノムプロテオ－ム解析と治療標的分子の検索」を共同研究課題として取り

組んだ 

Waraporn Chan-on は、阪口教授の下で「寄生虫感染が原因で発症する胆管

癌における GANP 分子の発現とその機能解析」を共同研究課題として取り組ん

だ 

更に、3月にコンケン大学から共同研究の今後の進め方、及び共同実験のた

め Sopit Wongkham ほか 2 名を招聘した。 

 

７－２ セミナー 

「新興・再興感染症研究ネットワーク構築促進及び若手研究者の育成」というタ

イトルで行ってきた 3年間の事業成果を報告し、今後のさらなるネットワーク構築

及び共同研究推進の機会としてタイ王国コンケンで第 3 回国際セミナ－を開催し

た。全拠点機関（熊本大学、中国医学科学院・中国協和医科大学、スエズ運河大学、

コンケン大学）から 1６名（14 名は演者、2名は座長）が出席し、約２００名が参

加した。 

なお、このセミナ－は、本国外務省の「日本・エジプト科学技術年」の事業とし

ても紹介された 

 
７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 （本年度計画なし） 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

（中国） 拠点機関の一つである中国医学科学院・中国協和医科大学と熊本大学大学院

医学薬学研究部は、過去 25 年の研究協力関係にある。熊本県の財政的支援を受け

ながら１９８３年以後、毎年２名の若手研究者を招聘し、また、２００３年からは

学術交流を一層推進するため、毎年開催地を交互に変えセミナ－を開催してきてお

り、今年度も北京市において、この事業とは別に第 4 回国際シンポジウムを開催し

た。 更に、当事業、の支援を受け、若手研究者の長期受け入れが実施され、また、

セミナ－で双方の共同研究成果の発表が行われるなど、それらの事業を通して一層

強固な研究協力体制の構築ができた。 

（エジプト）主にスエズ運河大学副学長の El-Gohary 教授と熊本大学・医学薬学研究部

長の原田信志教授により、今後の研究・教育協力体制の構築とその発展について総

括的な討論を行った。さらに、El-Gohary 教授、Howayda Abd El All 教授と本学・

予防開発分野 岡田誠治教授とは、C 型肝炎患者における NK 細胞を中心とした免

疫学的研究の共同研究体制の構築、感染症阻止学分野 小原恭子特任教授とは肝癌

患者の診断システム開発に関する共同研究体制の構築を行い、それぞれ実際の研究

も進行させた。また、これらの共同研究遂行のため、スエズ運河大学より博士課程

の学生を岡田教授が受け入れ、教育並びに研究を行った。さらに、原田教授・小原

特任教授の元への大学院生受け入れ手続きも開始した。 

（タイ）コンケン大学（タイ）とは、それぞれ学術交流協定、学生交流協定の締結にと

もない、本学においてタイからの学生及び研究者の受け入れが非常に活発となった。 

  本年度はコンケン大学より大学院学生を４名受け入れ（内２名は本プロジェクト

研究者として（①Mutita②Waraporn）長期招聘）、大きな学術的・学祭的な効果を

あげることができた。また、来年度、本プロジェクトがきっかけとなり、さらに２

人受けいれることが決まっており、コンケン大学の医学部との交流はさらに内容の

深い交流になっている。タイの保健衛生における重要課題である寄生虫感染による

胆管がんの発症原因の解明、早期診断技術の開発、それに治療方策のための基礎研

究を進めるとともに、本学エイズ研の岡田教授を中心としたエイズ研究における共

同研究の可能性は現在進行中である。 

８－２ 学術面の成果 

（中国）中国との国際共同研究が順調に進み、これまでに SARS ウイルス感染を阻止す

ることのできる 4 種類のエピトープに対する高親和性のモノクローナル抗体の作

成に成功している（論文投稿準備中）。細胞を用いたシュードウィルスに対する感

染阻止実験でこれらの抗体は優れた効果を示しており、現在サルを用いた in vivo

での SARS 感染実験を開始し、予備実験の段階だが良好な結果を得ている。これら
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の研究成果の一部は、この事業のセミナ－で Gang Liu 教授らにより報告された。 

（エジプト）El-Gohary 教授は、C型肝炎患者における NK 活性の推移について岡田教授

と共同研究を行い、その成果を本年 2月タイで開催された本事業のセミナ－で発表

した。小原特任教授は C 型肝癌患者に多く見られるｐ５５抗原の発現システムをバ

キュロウイルスや大腸菌発現系で構築した。また、大腸菌発現ｐ５５をカラムで精

製し、９０％以上の精製度を得ると同時に ELISA 抗原としての反応性も確認し

El-Gohary 教授と患者血清との反応についての打ち合わせや予備試験を行った。さ

らに、ｐ５５を介した C 型肝炎ウイルスの病原性発現機序について上記のセミナ－

で研究発表を行った。 

（タイ）タイのコンケン大学との共同研究では胆管がんに対する早期診断に用いるた

めの特異的抗体の作成を行い、有力な抗体が複数得られた。また、この抗体の有

用性が相互共同研究にて実証された。この腫瘍の発症原因の解明に関する研究で

は、genomics・proteomics の最先端技術で、胆管がんにおける異常蛋白質群の検

索と、胆管がん細胞のプロテオームデータベースの作成、さらにこれらによる細

胞周期制御機構の研究が進み、タイからの大学院生による研究論文として６報（内

３報投稿中）発表した。又、来年度も引き続き複数の論文が投稿予定である。こ

れらの成果は胆管がん治療薬開発への糸口として世界的にも注目される。 
 
８－３ 若手研究者養成 

（中国）1 名の若手研究者（Jin Zhao）が共同研究のため来日し、長期間の研究（「SARS

ウィルスエピト－プに対して中和活性を有する高親和性モノクロ－ル抗体の作

製」）、及び中国側からの要請もあり、新しい技術導入のための教育も並行して行っ

た。ラボにおいては、日本の院生と合同で実験するなど日本の院生にも良い刺激と

なった。 

（エジプト）この事業を契機にスエズ運河大学からは、この事業予算とは別に合計２名

の博士課程学生を受け入れ、研究者としての教育を行っている。また、本年 2月の

タイでのセミナ－には予防開発分野の修士課程・大学院生１名を参加させ、研究成

果発表を行ってベストポスター賞を受賞するなど質の高い研究指導が行われた。さ

らに、スエズ運河大学からの留学生を次年度新たに１名受け入れ有機的に共同研究

を発展させ、同時にこれを担う若手研究者を養成する予定である。 

（タイ）タイからは研究者及び院生が共同研究のため来日し、長期間の研究を行うこと

できた。特に優秀な大学院生が 4 名選抜され、この事業の支援による２人は平成１９

年６月より９ヶ月間熊本大学医学教育部の特別研究員として、残る２人は平成１９年

１０月より 1 年間の特別大学院生として、本学の指導教官のもとで共同研究を行い、

大きな成果をあげつつある。又、昨年度までの交流によりコンケン大学より学位を授

与された研究員が本学との交流を更に深め、現在論文を本学の指導教官と共著で投稿
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している。さらに、本学の大学院を卒業した大学院生（コンケン大学卒業生で本学に

て４年間の博士課程に在籍した）が、コンケン大学の講師として赴任し、共同研究を

始めた。これらの若手研究者支援は継続しており、来年度の９月よりさらに２人の大

学院生を受け入れることになっている。このように、本プロジェクトでは、タイの若

手研究者の育成において大きな貢献をするとともに、本学の若手研究者との共同研究

の推進と学問的な相互刺激という意味で、重要であった。 
８－４ 社会貢献 

（中国）これまで熊本大学が行ってきた 25 年に渡る大学間交流の実績を生かして、国

際交流を友好的に進めている。本プロジェクトで問題となっているのは SARS と鶏

インフルエンザだが、臨床検体を中国国外には出さないなどの様々な制約があり、

国際共同研究を推進するためには相手国との信頼関係をしっかりと築くことが重

要となる 

（エジプト）本事業で中心に行われた C型肝炎に関する研究は日本のみならずエジプト

社会に大きな貢献が見込まれる。すなわち、エジプトに於いては C型肝炎が最も重

大な感染症であり１０％を超える国民がこの疾患の結果として引き起こされる肝

硬変や肝癌の脅威にさらされている。C 型肝炎研究では日本が先行しているため、

本事業がもたらす共同研究がエジプトでの C 型肝炎対策構築に大きく貢献する事

が見込まれる。さらに、本事業で養成された若手研究者達がその中心となって活躍

すると期待される。 

（タイ）国際学会・シンポジウムにおける発表や国際学術雑誌に６報（投稿中３報）と大

きな成果をあげ、この成果は、タイにおける重要な解決するべき疾患である胆管がん

における治療薬開発への基礎情報として、大きく期待されている。特に熊本大学にお

ける世界的にも高レベルな病態プロテオミクスや、特殊モノクローナル抗体作成等の

免疫学的アプローチの技術的・学術的サポートは、若手の研究者中心になされ、３年

目にして成果が国際的学術雑誌への論文発表や、国際シンポジウム等への発表などに

つながり、顕著な成果をあげている。又コンケンを中心とした交流は拡大しており、

今やタイ全土において、熊本大学の学術および技術協力における貢献度は広く知られ

るようになった。 
８－５ 今後の課題・問題点 

（中国）研究交流最終年度も拠点機関間との相互訪問に加えて実際に若手研究者による研

究を遂行した。アジア・アフリカ国際ネットワークシンポジウムでの国際交流・連携

を行い、個別の問題を検討する機会をえることができた。若手研究者の育成という目

標はほぼ達成され、学術的な成果も残せた。しかし三年間の学術面の成果を論文発表

するという点は不十分であり、国際共同研究をさらに円滑に行うことが今後の課題で

ある。 
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（エジプト）本年度は、事業の締めくくりとして本年２月にタイで開催されたセミナ－

で共同研究を発表するなど高い成果が得られた。しかしながら、多くの共同研究は

まだ端緒に着いたばかりであり、若手研究者の育成もスタートして間もない。本事

業で開始された共同研究の真の成果を得るためには、今後とも両国間の緊密な連携

と共同研究のさらなる継続・発展が必要である。 

（タ イ）タイにおける交流は、タイにて特異的に高頻度に発症する寄生虫感染に起因し

た癌の発生メカニズム解明や臨床マーカー検索等に関わる共同研究を中心としている。

コンケン大学では非常に優秀な研究者と豊富な生体サンプル・疫学的情報が特徴であ

るが、当地の技術・設備では研究のみならず教育においても十分でないところから、

熊本大学の果たす役割は大きい。熊本大学における世界的にも高レベルな病態プロテ

オミクスや、特殊モノクローナル抗体作成等の免疫学的アプローチの技術的・学術的

サポートは、若手の研究者中心になされ、３年目にして成果が国際的学術雑誌への論

文発表や、国際シンポジウム等への発表など、顕著に現れており、又コンケンを中心

とした交流は、徐々に広がり、今やタイ全土において、熊本大学の学術および技術協

力における貢献度は広く知られるようになっている。従って、長期的な視点において

今後ますます若手研究者の長期の受け入れや成果発表の機会促進が大きく期待され、

継続的なサポートが望まれる。 

 
８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数   ３ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ３ 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの ３ 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

          派遣先 

派遣元 
日本 中国 エジプト タイ  合計 

日本 
実施計画  0/0 0/0 9/45  9/45 

実績 0/0 0/0 8/41  8/41 

中国 
実施計画 1/270  0/0 5/25  6/295 

実績 1/271 0/0 5/24  6/295 

エジプト 
実施計画 0/0 0/0  2/10  2/10 

実績 0/0 0/0 2/12  2/12 

タイ 
実施計画 4/610 0/0 0/0   4/610 

実績 5/498 0/0 0/0  5/498 

 
実施計画       

実績      

合計 実施計画 5/880 0/0 0/0 16/80  21/960 

実績 6/769 0/0 0/0 15/77  21/846 

 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してく

ださい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 2  ／ 6  （人／人日）    ０／ ０ （人／人日） 

 

 

 


