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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 国立大学法人東京医科歯科大学 
イスラエル拠点機関： テルアビブ大学 
シンガポール拠点機関： 国立シンガポール大学 
タイ王国拠点機関： プリンス・ソンクラ大学 
ナイジェリア拠点機関： アーマデュ・ベロ大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：  マルチファセット診断・治療を指向した人間環境医療工学の研究交流    
                   （交流分野： 医用生体工学・生体材料学 ）  
（英文）：  Research exchanges on medical engineering for human amenity to perform 

multi-facet type diagnosis and treatment  
                   （交流分野：Bioengineering and biomaterials）  
 研究交流課題に係るホームページ：http:// www.tmd.ac.jp/i-mde/www/ 
 
３．採用年度 
 平成１７年度（３年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：国立大学法人東京医科歯科大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・鈴木 章夫 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：生体材料工学研究所 所長 山下 仁大 
 協力機関：東京大学大学院工学系研究科 

京都大学再生医学研究所 
 事務組織：国立大学法人東京医科歯科大学総務部研究協力課 

国立大学法人東京医科歯科大学経理部契約室 
 
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：イスラエル 
拠点機関：（英文）Tel-Aviv University 

      （和文）テルアビブ大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 
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Biomaterials and Medical Devices, Department of Solid Mechanics, 

Materials and Systems 

Professor, Noam Eliaz 
 協力機関：（英文）Ben-Gurion University of the Negev 

      （和文）ネジェブ・ベングリオン大学 

 
（２）国（地域）名：シンガポール 
拠点機関：（英文）National University of Singapore 

      （和文）国立シンガポール大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Graduate Program in Bioengineering, Department of Mechanical 

Engineering 

Professor, Swee-Hin Teoh 

 協力機関：（英文）Nanyang Technological University 

      （和文）ナンヤン工科大学 

 
（３）国（地域）名：タイ王国 
拠点機関：（英文）Prince of Songkla University 

      （和文）プリンス・ソンクラ大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Faculty of Pharmaceutical Sciences 

Lecturer.,Chalermkiat Songkram 

 協力機関：（英文）Chulalongkorn University 

      （和文）チュラロンコン大学 

          （英文）Kasetsart University 

      (和文) カセタート大学 

 

（４）国（地域）名：ナイジェリア連邦共和国 
拠点機関：（英文）Ahmadu Bello University 

      （和文）アーマデュ・ベロ大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Analytical Biomaterial Research Unit, Department of Chemistry 

Head, Joseph Anireju Lori 

 協力機関：（英文）Usmanu Dan Fodio University 
      （和文）ウサム・ダン・フォディオ大学 
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５．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 
 
ナノテクノロジーとバイオ分野を融合したナノ・バイオ技術という新たな科学技術領域は、

すでに広く知られ、医療への応用に向けたナノスケールでの生体反応・情報制御技術、バイ

オ素子・システム等の創製に関する研究が、日本、東アジア各国、欧米を中心に盛んになっ

ている。本研究交流では、ナノインターフェース、すなわちナノメートルレベルでの界面反

応制御を共通的基盤技術と位置づけ、これを高機能医療用デバイスの創出に役立てるもので

ある。アジア・アフリカ地域におけるこの分野の調和的発展のため、下記の目標を設定する。 

① 日本から研究者を派遣し、当該国でセミナー、研究会を開催し、共同研究を実施する。

特に、共同研究に関しては若手研究者を派遣し、場合によっては学部、大学院での講義

を行う。 

② 当該国から研究者を日本に招聘し、参加機関を一堂に会した、単なる研究発表にとどま

らないディスカッションを中心としたワークショップを開催する。 

③ 国外参加機関から、若手研究者を長期に渡って受け入れ、共同研究を実施するとともに、

国内各研究機関への派遣を行い、総合的広範的な知識を獲得してもらう。 

④ アジア・アフリカ地域の医療工学に関する現状を調査し、データベースとして保管する。 

 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
 国内協力機関及び国外各拠点機関からコーディネーター及び若手研究者を招聘し研究交

流及び共同研究を行うとともに、ナイジェリアを除く各国に研究者を派遣して、討論、研

究打ち合わせを行い、各国の当該分野における現状と将来性の把握に努め、共同研究を推

進した。その結果、以下の事項が達成された。 
（１） テルアビブ大学から、大学院生を招聘して本研究所において共同研究を実施し、

今後も継続的に共同研究を進める体制ができた。また、本研究所から研究者をテ

ルアビブ大学に派遣し情報交換及び共同研究の進展について討論を行った。 
（２） 国立シンガポール大学から、大学院生を招聘して本研究所において共同研究を実

施し、また、本研究所から研究者及び大学院生を派遣して国立シンガポール大学

において共同研究を実施し、今後も継続的に共同研究を進める体制ができた。 
（３） プリンス・ソンクラ大学及びチュランコン大学から研究者を本研究所に招聘して

研究交流を行い、当該分野に関する情報交換を行った。 
（４） アーマデュ・ベロ大学から研究者を招聘して本研究所において共同研究を実施し、

共同研究を実施し、今後も継続的に共同研究を進める体制ができた。 
（５） 各機関と平成１９年度に実施する共同研究を計画するため技術的課題や協力内容

に関する討論を行った。 
（６） 平成１９年度も継続的に各国から若手を中心として研究者を受け入れ、実験技術

の供与を行うこととなった。 
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（７） 各国での当該分野における主導権を確保することによって、日本の医療産業の発

展に貢献できる見通しが確認できた。 
（８） 平成１９年度は、日本においてシンポジウムを開催することとした。 
 
以上のように、平成１８年度の当初の目標は十分に達成されたが、以下の課題が残った。 

 

（９） 治安、衛生上の問題から、イスラエル及びナイジェリアは若手研究者を長期間派

遣できる状態にはない。そのため、先方からの研究者の招聘によって日本の知的

基盤及び実験技術を供与することになるため、受入中のプログラムの内容を引き

続き十分に考える必要がある。 
（１０） シンガポールとは多くの分野での交流が期待できるが、国立シンガポール大学の

力が強すぎて、他の大学との交流を拡大することが引き続き困難である。 
（１１） ナイジェリアからは、実験技術だけではなく、設備備品の提供を依頼されたが、

本事業では、不可能であることを理解して貰うのが非常に困難であった。 
 
７．平成１９年度の研究交流目標 
 
 引き続き各国から若手を中心に研究者を本研究所に受け入れ、当該分野の基礎、実験技

術、研究手法を供与するとともに、滞在中にできる限りの討論を行い、日本と各国との現

状認識の乖離をなくすよう心がける。 
 アジア・アフリカ生体材料工学シンポジウムを東京で開催する。事業参加各国に加えて、

アジア地域の有力国である韓国と中国からも当該分野の研究者を招聘する。その理由は、

アジアにおける当該分野における韓国及び中国の進展が著しく日本のレベルに猛烈な勢い

で追いついて来ており、韓国・中国の状況を無視して討論を進めることは、状況判断を見

誤る恐れがあるためである。シンポジウム後に、これまでの研究交流、共同研究を総括し、

今後の継続事業に関して討論を行い、その可能性を探る。 

 本年は、最終年度であるため、冊子体の報告書を作成する。 
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８．平成１９年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

 

 本年度は、これまでの共同研究の総括的討論を行うため、セミナーを開催する。各国か

ら、コーディネーター及び共同研究者を招聘し、アジア・アフリカ地域の安心・安全な社

会を実現するために必要な、高度医療達成のための高機能医療用デバイスを実現するため

の基礎的科学と基盤技術に関しての共同研究を実施する。また、セミナー後に、数日を費

やして意見交換、今後の共同研究協調体制に関する詳細な打ち合わせを行う。イスラエル

から２名、タイから２名、シンガポールから１名、ナイジェリアから２名を招聘する。 

本年度は、日本から共同研究を目的とする研究者は派遣しないが、研究交流によって派

遣した研究者は、日本側の研究動向、当該研究分野に対する考え方、研究シーズに関して、

差し支えのない範囲で情報を提供し、継続的に協同研究が順調に進行するための方策を相

手国ごとに練る。必要に応じて、協同研究の実験を日本側で行い、本事業終了後も継続予

定の協同研究の進行に資する。これにより、共同研究の効率的推進を図る。 

 

８－２ セミナー 

 これまでの共同研究の総括的討論を行うため、国外コーディネーター等を招聘し、日本

側参加者並びに国外コーディネーター等、さらにアジア地域での当該分野での台頭が目覚

ましい韓国及び中国からすでに交流のある著名研究者を加えて、セミナーを開催する。セ

ミナーでは、発表にとどまらず討論に重点を置き、共同研究の成果はもちろんのこと、ア

ジア・アフリカ地域の安心・安全な社会を実現するために必要な、高度医療達成のための

高機能医療用デバイスを実現するための基礎的科学と基盤技術に関しての討論を実施する。

また、セミナー後に、数日を費やして意見交換、今後の協調体制に関する詳細な打ち合わ

せを補完的に行う。これにより、当該分野の日本の優位性を獲得し、アジアのリーダーの

地位を維持することに貢献できる。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

研究者派遣 

日本からタイ及びシンガポールに研究者を派遣し、当該国で小規模な講演会を開催する。

講演会では、日本側の研究動向、当該研究分野に対する考え方、研究シーズに関して、差

し支えのない範囲で情報を提供する。また、相手国の研究の現状を理解するとともに、研

究進行の隘路となっている事情を理解するように努め、これを排除し共同研究を継続的に

順調に進行させるための方策を、相手国ごとに練る。これにより、共同研究の効率的推進

を図る。 

研究者受入 

国内協力機関から、研究者を招聘し研究内容及び結果に関する討論を実施し、派遣の場

合と同様、共同研究の推進に役立てる。 
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９．平成１９年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

 

 

 

派遣元 

日本 

韓国 

日 本

側 協

力 研

究者 

中国 

日 本

側 協

力 研

究者 

イ ス

ラ エ

ル 

シ ン

ガ ポ

ール 

タ イ

王国 

ナ イ

ジ ェ

リア 

合計 

日本  0/0 0/0 0/0 1/4 2/12 0/0 3/16 

韓国 

日本側協力研究

者 

2/14  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/14 

中国 

日本側協力研究

者 

2/14 0/0  0/0 0/0 0/0 0/0 2/14 

イスラエル 2/8 0/0 0/0  0/0 0/0 0/0 2/8 

シンガポール 1/7 0/0 0/0 0/0  0/0 0/0 1/7 

タイ王国 2/14 0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 2/14 

ナイジェリア 2/16 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  2/16 

合計 11/73 0/0 0/0 0/0 1/4 2/12 0/0 14/89 

 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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。） 

※ 延人数であり、セミナー参加者は共同研究あるいは研究交流による招聘期間と重複し

ているため、セミナーでの交流人数・人日数は加算せず。 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

4／8  （人／人日） 

 

 


