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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２３年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 
（ 中 国 ）拠点機関： 香港大学 
（ベトナム）拠点機関： 国立小児病院 
（ 韓 国 ）拠点機関： ウルサン医科大学 

 
 
２．研究交流課題名 

（和文）： 東アジアにおけるシトリン欠損症の診断・治療ネットワーク構築       
                   （交流分野： 人類遺伝学 ）  
（英文）： Networking for Diagnosis and Treatment of Citrin Deficiency in East Asia  
                    （交流分野：Human Genetics ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~biochem1/ 
 
 
３．採用年度 
平成２１年度（ ３ 年度目） 
 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大学院医歯学総合研究科・研究科長・坪内博仁 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院医歯学総合研究科・教授・岸田昭世 
 協力機関：熊本大学・福井大学・大阪市立大学・信州大学・東北大学 
事務組織：鹿児島大学医歯学総合研究科等 

（事務部長 総務課長 総務課課長代理 総務課予算係長 経理係長 
契約係長 研究協力・倫理審査係） 

  鹿児島大学事務局 
（研究国際部長 国際事業課長 国際事業課課長代理 国際事業課特任専門員 
国際事業係 財務部財務課長 財務課課長代理 予算係） 
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相手国側実施組織（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）The University of Hong Kong 
      （和文）香港大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Vice-Chancellor’s Office・Vice-Chancellor and President, Professor・
TSUI Lap-Chee 

 協力機関：（英文）Fujian Medical University 
      （和文）福建医科大学 
 
（２）国（地域）名：ベトナム 
拠点機関：（英文）National Hospital of Pediatrics 

      （和文）国立小児病院 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Pediatric Division of Endocrinology-Metabolic-Genetics・Professor・
NGUYEN Thu Nhan 

 
（３）国（地域）名：韓国 
拠点機関：（英文）University of Ulsan College of Medicine 

      （和文）ウルサン医科大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Department of Pediatrics, Medical Genetics Clinic & Laboratory・ 

Professor・YOO Han-Wook 

 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
シトリン欠損症は、まだまだ多くの謎に包まれ、解決すべき課題が多く残っている遺伝

性疾患である。現在までに明らかにしている病態 (成人発症 II 型シトルリン血症：CTLN2、
新生児肝内胆汁うっ滞症：NICCD) 以外に、てんかんなど精神神経疾患、膵炎、肝癌、高

脂血症などの他疾患として診断されている可能性が高い。これまで CTLN2 は予後不良とさ

れてきたが、疾患責任遺伝子 SLC25A13 の発見およびシトリンの機能解明により、その原

因が明らかになってきた。すなわち、CTLN2 は iatrogenic disease (医原病：高アンモニア

血症に対する現行治療法で症状の増悪化を招き、引き続き脳浮腫治療薬で危険な状態・早

期死亡) になっていたと推察される。また、シトリン欠損症は、糖質を嫌い、蛋白質・脂質

を多く含む食品を好む特異な食癖がある。一方、東アジア、特に中国・揚子江以南地域で

の保因者頻度は、40 人に１人と日本 (65 人に１人) よりもはるかに高いが、これまで確定
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診断された患者数は非常に少ない。もし、食生活習慣など環境の違いで発症せずに過ごし

ているのであれば、より効果的な発症予防法が確立でき、多数診断している日本人症例の

QOL に役立つ。しかし、東アジア諸国において、疾患概念が浸透していないことで、誤診・

誤治療が行われ、原因不明疾患として処理されているとすれば、本事業での啓蒙活動と診

断技術指導は非常に意義深いものになる。遺伝性疾患のシトリン欠損症では、診断そのも

のが１つの予防法であり、現在、変異遺伝子診断を確実に実践できる段階にきている。 
本事業では、共同研究・セミナー開催・研究者交流などにより若手研究者の活性化を図り、

国際研究協力体制を構築するとともに、中核的研究拠点としてアジアのみならず世界へ向

けた情報発信を目指す。 
 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
６－１ 共同研究 

１）SLC25A13 変異解析と頻度検索 
診断効率の向上と変異種の網羅のために、新規変異同定を実施した。変異の頻度検

索を行い、地域・人種間での変異分布・頻度などを比較検討した。中国の Dr.Wang、 
Dr.Song、マレーシアの研究者などとの共同研究によって、新しい変異を見出すとと

もに、日本で発見された変異がマレーシアでも見出されるなど、共同研究の実は次

第に広がりを見せた。今後は、多検体を用いての頻度検索が重要と考える。 
 

２）シトリン欠損症の患者発見と疾患の多様性検討 
  本事業のセミナーや研究者交流・学会および論文発表などによる啓蒙活動を通して、

引き続き東アジアにおける患者発見を支援し、病態の多様性を検討した。ベトナムで

は、以前までは国外での患者発見はあったが国内では発見されていなかった。しかし、

現在は爆発的に患者が発見されている。Dr.SongはNICCDとは異なる病態を見出し、

胆汁うっ滞を伴う成長障害型の存在を主張している。 
 
３）病態発症の分子機構と治療・予防法の開発 
  昨年に引き続き、特異な食癖が発症予防・内科的治療法の開発に繋がるかどうかを、

疾患モデルマウスを用いて検証するとともに、ヒトへの応用を検討した。佐伯は疾患

マウスにショ糖を投与し、肝臓における代謝異常をメタボローム解析法で解析し、代

謝物レベルからの病態を明らかにし、肝内のグリセロール 3－リン酸などが治療法の

良否を判断するマーカーとして利用できることを示した。 
 
４）若手研究者の育成 

中国の若手研究者に対して日本先天代謝異常学会・アジア先天代謝異常シンポジウム
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での研究成果発表を支援、指導するなど国際的な研究ができるリーダーの育成を図っ

た。また、中国・ベトナムなど海外の若手研究者を日本国内の拠点機関に招聘して遺

伝子診断を中心とした技術指導と最新情報の提供を行う予定であったが、受入時期と

研究機関を再調整し、次年度に実施することとなった。 
 

６－２ セミナー 

SLC25A13 変異を持つ保因者が高頻度に存在する中国を中心にした啓蒙活動の一環

として、また研究者交流ならびに若手研究者の活性化と育成を図るために、平成 22
年度は以下のようにシトリン欠損症に関する３つのセミナーを開催した。 
① Joint Seminar on Citrin Deficiency in The Conference of China-Japan Inherited 

Metabolic Diseases 2010：中日代謝病研究会 2010 におけるシトリン欠損症に関す

るジョイントセミナー 
（平成 22 年 5 月 24 日、中国・北京市） 

中日代謝病研究会と本ジョイントセミナーに、中国全土から主に神経内科に携わる小

児科医や北京在住の医療関係者、研究者ら約１５０名が参加し、シトリン欠損症に対

する知識を深めた。今後中国において医師・研究者に与える影響力は大きく、それに

より、多くの患者発見に繋がり、誤診・誤治療を避けた医療の向上に貢献できると期

待される。 
② The AASPP-Seminar on Citrin Deficiency in Changchun：シトリン欠損症に関す

る長春セミナー 
（平成 22 年 7 月 31 日、中国・吉林省・長春市） 

中国吉林省長春市を中心とした中国北方地域の医療関係者・研究者約 100 名が参加

し、シトリン欠損症の的確な診断・治療・疾患概念について情報の共有と発信を行っ

た。これにより新たな病態像の把握に繋がる研究の発展が期待できる。さらに、共同

研究を行うことにより、より正確な中国・北方地域の保因者頻度・変異頻度などを明

らかにできる。 
③ The AASPP-Symposium on Citrin Deficiency in The 9th Asia-Pacific Conference 

on Human Genetics (APCHG)：第９回アジア・環太平洋人類遺伝学会議における

シトリン欠損症に関する AASPP-シンポジウム 
（平成 22 年 11 月 30 日～12 月 3 日、中国・香港） 

各国々から第９回 APCHG へ約 500 名もの遺伝医学に携わる研究者・医療関係者が参

加し、AASPP 支援によるシンポジウムを開催することができた。シトリン欠損症にお

いて、専門的知識を有するシンポジストらによる発表は、参加研究者や臨床医にとっ

ても貴重な情報源であり、今後の診断技術の向上や若手研究者の育成としても大きな

成果であった。また本会議に参加・発表したことで、ネットワーク構築および今後の

本事業がさらに推進していくものと考える。 
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６－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成 22 年 6 月 22 日～27 日、中国・全国こども感染及び肝疾患ハイランク教育講習会

が上海市の Fudan 大学附属子ども病院において開催された。そこで啓蒙活動と情報交

換を踏まえ、3 名の日本側研究者が 6 月 24 日～27 日、中国・上海市を訪れ、下記２箇

所でシトリン欠損症に関する講演を行い、研究交流を図ると共に、共同研究の打合わ

せを行った。 
(1)Fudan 大学・王建設 WANG, Jian-She 副教授主催 
(2)上海交通大学医学院附属新華医院 Shanghai Jiao Tong University School of 

 Medicine・願学范 GU, Xue Fan 教授主催 
 
７．平成２３年度研究交流目標 
７－１ 共同研究 

１）SLC25A13 変異解析と頻度検索 
診断効率の向上と変異種の網羅のために、新規変異同定を継続して実施する。変異の

頻度検索を行い、地域・人種間での変異分布・頻度などを比較検討する。そのために、

東北大学の呉らによって開発された新遺伝子診断法を広める。 
２）シトリン欠損症の患者発見と疾患の多様性検討 

本事業のセミナーや研究者交流・学会および論文発表などによる啓蒙活動を通して、

引き続き東アジアにおける患者発見を支援し、病態の多様性を検討する。 
３）病態発症の分子機構と治療・予防法の開発 

ショ糖投与がモデルマウスの病態を悪化させることが明らかとなったので、その作用

を消去できるような薬剤の開発を目指す。すでにたんぱく質、ある種の脂質に効果を

見出しているのでその作用機構についても検討する。 
４）若手研究者の育成 

国内外の若手研究者に対して、学会・セミナーなどへの参加を促すとともに、学会・

論文発表の指導を行い、国際的な研究ができるリーダーの育成を図る。また中国・タ

イの若手研究者を国内の研究機関に招聘し、遺伝子診断を中心とした技術指導を行う。 
 

７－２ セミナー 

セミナー開催 : 中国において２回、日本で１回の合計３回のセミナーを実施する予定

である。啓蒙活動、情報発信、若手研究者の活性化、研究交流、研究協力体制の構築

を図る。 
 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

啓蒙活動と情報交換：四川省で開催されるセミナー終了後、広州の Dr. Song、上海



6 
 

の Dr. Wang と、四川の臨床研究医とのシトリン欠損症発見と頻度検索に関する共同

研究促進を図る 。 
 
 
８．平成２３年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

１）SLC25A13 変異解析と頻度検索、またベトナムでの変異頻度検索を引き続き進め、患

者発見を図る。中国、タイの研究者らと共同で新たな変異解析や変異の解明を行う。中

国南部はシトリン欠損症 I 型の変異発症の地と考えられるので、その可能性を探る。 
２）シトリン欠損症（NICCD と CTLN2）の患者発見と疾患の多様性検討 

南中国に高頻度である SLC25A13 変異 I について、まだ患者発見のない四川省地域で

のシトリン欠損症の啓蒙活動を行い、共同研究の推進を図る。また、これまで症状のな

いとされた適応期に成長障害と脂質代謝異常（FTTDCD）を伴う症例について病態の解

析と病型の特定をすすめる。 
３）病態発症の分子機構と治療・予防法開発 

疾患モデルマウスの糖投与による代謝レベルの病態解明を利用し、治療法に結びつくと

考えられる物質の作用機構を解明し、臨床応用を探ることで、肝移植が不要な治療法の

確立や、病態発症の予防法の開発を図る。 
４）若手研究者の育成 

中国とタイの若手研究者を１名ずつ、合計２名を協力研究者が在籍する研究機関（東

北大学）に招聘し、新しい診断技術の指導と最新情報の提供を行う。また一方、頻度

の高い変異検索のプロトコールを作成して、各施設における診断システム確立を支援

する。 
 
８－２ セミナー 

１）セミナー開催 
SLC25A13 変異を持つ保因者が高頻度に存在する中国を中心にした啓蒙活動の一環と

して、また研究者交流ならびに若手研究者の活性化と育成、情報発信を図るために、

平成 23 年度は以下のようにシトリン欠損症に関するセミナーを３つ予定している。  
①The AASPP‐Seminar on Citrin Deficiency in Chengdu 
（平成 23 年 6 月 6 日～7 日予定 中国・四川省） 
中国四川省の四川大学華西第二病院の Dan Yu・准教授を中国側開催責任者として、

日本側研究協力者の MILS インターナショナル・張春花 ZHANG, Chun-Hua 博士の

協力を得て、セミナーを企画する。 
 
②Joint Seminar on Citrin Deficiency in The 12th International Congress on Amino 
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Acids, Peptides and Proteins 
（平成 23 年 8 月 3 日予定 中国・北京市） 
首都医科大学附属北京児童医院 Beijing Children’s Hospital of Capital Medical 
University・副院長、申昆玲 SHEN, Kun Ling 教授を中国側開催責任者として、日

本側研究協力者の MILS インターナショナル・張春花 ZHANG, Chun-Hua 博士の協

力を得て、8 月 1 日～8 月 5 日に開催される第 12 回アミノ酸国際学会とのジョイン

トセミナーを企画する。 
 

③AASPP シトリン欠損症国際シンポジウム 2011 
（平成 23 年 10 月 6 日～7 日予定 長野県松本市） 
信州大学・池田修一教授を開催責任者として、国内の拠点機関、協力機関、研究協

力者で協力と連携を図り、当事業最終年度のまとめとして国際シンポジウムを開催

する。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

①四川成都でのセミナー（S-1）後に、以下のテーマで討論を行い、共同研究の促進を

図る。四川省のシトリン欠損症患者はこれまで発見されていない、その理由は、 
（i）シトリン欠損症の経験がなく診断が困難である 
（ii）シトリン欠損症が少ない 
これを検証するため、四川省現地の研究者を加え、共同で本患者の頻度検索を行う。

その目的のため、セミナー後、中国で活発な研究活動を行っている広州の Dr. Song 
YuanZong と上海の Dr. Wang Jian She を加え、四川の臨床研究医とのシトリン欠

損症の発見と頻度検索に関する共同研究促進について協議を行う。  
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９．平成２３年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日>

ベトナム 

<人／人日>

韓国 

<人／人日>

 

 

 
合計 

日本 

<人／人日> 
 

9/58 

(5/10) 
    

9/58 

(5/10) 

中国 

<人／人日> 
3/22      3/22 

ベトナム 

<人／人日> 
       

韓国 

<人／人日> 
       

タイ 

(日本側協力研究者) 
2/18      2/18 

イタリア 

(日本側協力研究者) 
1/5      1/5 

合計 

<人／人日> 
6/45 

9/58 

(5/10) 
    

15/103 

(5/10) 

 

※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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

8/24(2/4)  <人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 21 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）東アジアにおけるシトリン欠損症の診断・治療ネットワーク 
構築（日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業） 

（英文）Networking for Diagnosis and Treatment of Citrin Deficiency 
in East Asia 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）岸田昭世・鹿児島大学大学院医歯学総合研究科・教授 

（英文）Syosei Kishida・Kagoshima University Graduate School of 
Medical and Dental Sciences・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（中  国）TSUI Lap-Chee・The University of Hong Kong・ 
Vice-Chancellor and President, Professor 

（ベトナム）NGUYEN Thu Nhan・National Hospital of Pediatrics・
Professor 

（韓  国）YOO Han-Wook・University of Ulsan College of Medicine・
Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 
 

 
 

中国 

<人／人日> 
1/14 

  
1/14 

タイ 

(日本側協力研究者)
1/14 

  
1/14 

合計 

<人／人日> 
2/28   2/28 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

１）SLC25A13 変異解析と頻度検索 
現在、中国において活発に活動する Dr. Song YuanZongと DR. Wang
Jian She らと共同でさらに新たな変異解析を行う。また、タイ国 Dr. 
Duan らと共同でタイ国の変異の解明を行う。さらに東北大学呉准教

授が開発した変異の検出法を、2 つのグループ（中国 Dr. Song とタ

イ国 Dr. Duan）の若手を仙台に派遣・研修させ、変異の頻度解析を

加速させる。 
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２）シトリン欠損症（NICCD と CTLN2）の患者発見と疾患の多様性検

討 
シトリン欠損症の SLC25A13 変異 I は南中国に高頻度である。その

先に存在する四川は変異 I の源である可能性があるが、まだ患者は発

見されていない。そこで成都に赴き、シトリン欠損症の啓蒙活動を行

い、共同研究の推進を図る。Dr. Song はこれまで症状のないとされ

た適応期に成長障害と脂質代謝異常（FTTDCD）を伴う症例を報告

しつつある。日本でもそのような症例が見られるようになっているの

で、共同でその病態を解析し、病型を特定する。 
３）病態発症の分子機構と治療・予防法開発 

疾患モデルマウスの糖投与による代謝レベルの病態が解明できたの

で、これを利用し、治療法に結びつくと考えられるアミノ酸、ある種

の脂質、ピルビン酸ナトリウムの作用機構を解明し、臨床応用への利

用を可能にしたい。これによって肝移植を必要としない、病因に基づ

く治療法が確立できると考える。 
４）若手研究者の育成 

中国とタイの若手研究者を１名づつ、合計２名をシトリン欠損症の

遺伝子診断に精通した協力研究者・呉准教授が在籍する研究機関（東

北大学）に招聘し、診断技術指導と最新情報の提供を行う。 

期待される研究

活動成果 

１）SLC25A13 変異解析と頻度検索 
上記の活動によって、アジア全般における SLC25A13 変異種類の解明

と変異の人種間およびそれを超える広がりを把握することが可能と

なる。 
２）シトリン欠損症（NICCD と CTLN2）の患者発見と疾患の多様性検

討 
中国南部はシトリン欠損症発祥地と考えられるが患者は発見されて

いない。成都での共同研究開始はこの疑問を解決に導くことになると

考える。また新たな病型の発見・確定は、臨床への注意喚起につなが

り、さらにそれによって新たな患者群の発見につながる基になると考

える。 
３）病態発症の分子機構と治療・予防法開発 

代謝レベルでの病態の解明が進んだので、真に病因に基づく治療法を

確立できる段階になってきた。これまでに治療薬となる可能性を見出

してきた物質の作用機構が解明できれば、さらに肝移植の必要のない

状態を作り出すことができ、医療費の削減に資するところ大である。

４）若手研究者の育成 
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各国の若手研究者に遺伝子診断技術指導と最新情報の提供を行うこ

とにより、シトリン欠損症においてさらなる理解を深め、診断技術

の習得における患者発見率の向上、誤った治療の回避などに貢献で

きると考える。 

日本側参加者数  

２１ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（中国 ）国（地域）側参加者数 

２６ 名 （１３－２ （中国）国（地域）側参加者リストを参照）

（ベトナム）国（地域）側参加者数 

７ 名 （１３－３（ﾍﾞﾄﾅﾑ）国（地域）側参加者リストを参照）

（韓国  ）国（地域）側参加者数 

４ 名 （１３－４ （韓国）国（地域）側参加者リストを参照）
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１０－２ セミナー 
―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）シトリン欠損症に関する成都セミナー（日本学術振興会 

アジア・アフリカ学術基盤形成事業） 
（英文）The AASPP‐Seminar on Citrin Dificiency in Chengdu 

開催時期 平成２３年６月６日～平成２３年６月７日予定 （２日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国 四川省 成都市 四川大学華西第二病院 
（英文）China,Shicuan Province,Chengdu,West China Second  

University Hospital  
日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）張春花・MILS インターナショナル・博士 
（英文）ZHANG, Chun-Hua・MILS International・Director 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Dan Yu・ West China Second University Hospital・Associate 
Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 中 国 ） 

日本 
<人／人日> 

A. 5/30 
B.  
C.  

中国 

<人／人日> 

A.  
B.  
C. 3/9 

タイ 

(日本側協力研究者) 

<人／人日> 

A.  
B.  
C.  

合計 
<人／人日> 

A. 5/30 
B.  
C. 3/9 

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない
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でください。） 
 
セミナー開催の目的 SLC25A13 変異を持つ保因者が高頻度 (1/61) に存在する中国で

あるが、患者診断率は低い。シトリン欠損症の啓蒙活動の一環と

して、また研究者交流および若手研究者の活性化と育成を図り、

さらにシトリン欠損症の適確な診断と適切な治療が実施可能にな

るために、四川大学華西第二病院の Dan 准教授と共同し、四川省

で初めてのセミナーを開催する。世界をリードする日本側研究者

を中心に研究成果を発表して討議する。 

期待される成果 今までアジア・アフリカ学術基盤形成事業において、中国でセミ

ナーを数回開催してきたが、四川省での開催は今回初めてであり、

さらに多くの研究者とのネットワークを構築することが期待でき

る。もちろんシトリン欠損症の啓蒙活動の一環としても大いに有

意義であると考える。若手研究者をはじめ多くの四川省地域の中

国側研究者との研究交流を得て、シトリン欠損症の診断率向上に

つながると期待したい。特に四川は、シトリン欠損症発祥の地で

ある可能性がある。その可能性を現地医師、ならびに中国のシト

リン研究の第 1 人者である Dr. Song と Dr. Wang を交え、討議し、

協議することは新しい展開を見出す可能性がある。 

セミナーの運営組織 日本側拠点機関のコーディネーターである岸田と協力機関研究者

である佐伯が、MILS インターナショナル・張春花と協力し、シト

リン欠損症に関する成都セミナーを企画する。セミナー運営に関

しては、West China Second University Hospital の Dan Yu 准教

授を中国側開催責任者として、組織・計画する。 
日本から熊本大学・佐伯、大阪市立大学・岡野、信州大学・矢崎、

仙台市立病院・大浦、MILS インターナショナル・張の発表を予定

している。 
開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容  外国旅費           829,000円

    国内旅費             75,000 円

    外国旅費・謝金に係る消費税   41,450 円

    合  計           945,450円

（中国）国（地域）側 内容  会議費            500,000円
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―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）第 12 回アミノ酸国際学会におけるシトリン欠損症に 

関するジョイントセミナー（日本学術振興会 アジア・ 
アフリカ学術基盤形成事業） 

（英文）Joint Seminar on Citrin Deficiency in The 12th  
International Congress on Amino Acids, Peptides  
and Proteins, supported by AA Science Platform  
Program, Japan Society for the Promotion of Science 

開催時期 平成２３年８月３日予定 （１日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国 北京市 インターナショナルコンベンションセンター

（英文）China・Beijing・International Convention Center 
日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）張春花・MILS インターナショナル・博士 
（英文）ZHANG, Chun-Hua・MILS International・Director 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

SHEN, Kun Ling・Beijing Children’s Hospital of Capital Medical 
University・Vice President，Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 中 国 ） 

日本 
<人／人日> 

A. 4/28 
B.  
C.  

中国 

<人／人日> 

A.  
B.  
C. 3/15 

タイ 

(日本側協力研究者) 

<人／人日> 

A.  
B.  
C.  

合計 
<人／人日> 

A. 4/28 
B.  
C. 3/15 
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A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
セミナー開催の目的 北京で平成 23 年 8 月 1 日～8 月 5 日に開催される第 12 回アミノ

酸国際学会において、アジア・アフリカ学術基盤形成事業におけ

るシトリン欠損症のセミナーをセッション形式で開催する。この

国際学会にはアジアをはじめ各国から多くの研究者、臨床医が参

加するので、研究交流を深め今後のネットワーク構築発展が期待

できる。また国際誌 Amino Acids に Special Issue として特集を組

む予定であり、当疾患の啓蒙活動をすすめることもできる。また

アミノ酸代謝、ペプチド研究などの関連研究の発表もあることか

ら、アミノ酸国際学会全日程に参加し、世界の研究状況の視察も

行う。 
期待される成果 シトリン欠損症だけではなく、様々な分野や疾患を専門とする研

究者らとの交流により、参加研究者にはさらに視野を広げる経験

となると期待できる。また同時に疾患概念の理解や最新情報を提

供することにより、より研究者レベルでの理解が深まる。シトリ

ン欠損症は、東アジアのみならず世界中に患者が存在するので、

本事業による情報発信の結果、複雑でまだまだ多くの謎に包まれ

た病態像が明らかにできる研究に発展することが期待できる。  

セミナーの運営組織 日本側拠点機関のコーディネーターである岸田と協力機関研究者

である佐伯が、MILS インターナショナル・張春花と協力し、第

12 回アミノ酸国際学会とのジョイントセミナーを企画する。 
セミナー運営に関しては、Beijing Children’s Hospital of Capital 
Medical University の Vice President，Professor  SHEN, Kun 
Ling 先生を昨年度に引き続き中国側開催責任者とし、組織・計画

する。日本から熊本大学・佐伯、信州大学・矢崎、東北大学・呉、

MILS インターナショナル・張らの発表を予定している。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容  外国旅費           709,000円

    国内旅費              70,000 円

    外国旅費・謝金に係る消費税   35,450 円

    合  計            814,450円

（中国）国（地域）側 内容  会議費            500,000円
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―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－3 
セミナー名 （和文）シトリン欠損症国際シンポジウム 2011（日本学術振興会 

アジア・アフリカ学術基盤形成事業） 
（英文）International Symposium on Citrin Deficiency2011 

, supported by AA Science Platform Program,  
Japan Society for the Promotion of Science 

開催時期 平成２３年１０月６日～平成２３年１０月７日予定（２日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）長野県 松本市 ホテルブエナビスタ（予定） 
（英文）Japan,Nagano(Hotel BUENA VISTA) 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）池田修一・信州大学 医学部・教授 
（英文）Syuichi Ikeda・Shinsyu University School of Medicine 

・Professor 
 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日 本 ） 

日本 
<人／人日> 

A. 8/24 
B.  
C. 2/4 

中国 

<人／人日> 

A. 2/8 
B.  
C.  

タイ 

(日本側協力研究者) 

<人／人日> 

A. 1/4 
B.  
C.  

イタリア 

(日本側協力研究者) 

<人／人日> 

A. 1/5 
B.  
C.  

合計 
<人／人日> 

A. 12/41 
B.  
C. 2/4 

A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない） 
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セミナー開催の目的 当事業の最終年度となるので、今までの総まとめとしてシトリン

欠損症における国際シンポジウムを国内で開催し、情報共有を図

る。協力機関研究者である信州大学の池田教授、矢崎講師を中心

に企画し、国内から多くの研究者、若手研究者、臨床医、技術ス

タッフを、そして海外からも研究者を招聘する予定である。また 3
年間の当事業で培ったネットワークを、国内からアジア、世界へ

さらに広げることも目的とし、日本をシトリン欠損症における情

報発信の拠点としたい。 
期待される成果 シトリン欠損症において、専門的知識を有するシンポジストらに

よる発表は、参加研究者はもちろん、若手研究者や臨床医にとっ

ても貴重な情報源となり、今後の診断技術の向上にも大きく貢献

できると考える。シトリン欠損症は、東アジアのみならず世界中

に患者が存在するので、本事業による最新情報の発信は、患者発

見に繋がり、複雑でまだまだ多くの謎に包まれた病態像が明らか

にできる研究に発展することが期待できる。さらに、本会議に参

加・発表することは、ネットワーク構築および今後の診断技術や

情報を発信していく上で大いに役立つと考える。 

セミナーの運営組織 日本側拠点機関のコーディネーターである岸田と協力機関研究者

である佐伯が、信州大学・池田と協力し、シトリン欠損症国際シ

ンポジウム 2011 を企画する。 
セミナー運営に関しては、協力機関研究者である信州大学・池田

修一教授を開催責任者として組織・計画する。 
日本から鹿児島大学・乾、熊本大学・佐伯、大阪市立大学・岡野、

大阪府立大学・森山、東北大学・呉、福井大学・重松、仙台市立

病院・大浦、MILS インターナショナル・張ら、中国からは Dr.Song、
Dr.Wang、タイの Dr.Duangrurdee らの発表を予定している。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容  外国旅費          1,144,000 円

    国内旅費             666,000円

    外国旅費・謝金に係る消費税   57,200 円

        その他                  0 円

    合  計          1,867,200 円

（  ）国（地域）側 内容  会議費            円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

中国 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 (5/10)  (5/10) 

中国 

<人／人日> 
    

 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
 (5/10)  (5/10) 

②  国内での交流       0 人／0人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

MILS 
International 
・Director 張春

花 

中国・四川省

成都市 四川

大学華西第二

病院 

H23.6/8 ～

6/9 

四川成都でのセミナー終了後、中国で活

発な研究活動を行っている広州のDr. 

Songと上海のDr. Wangと、四川の臨床研

究医とのシトリン欠損症発見と頻度検

索に関する共同研究促進について斡旋

活動を行う。 

熊本・熊本大

学・生命資源研

究・支援ｾﾝﾀｰ・

教授 佐伯武賴 

中国・四川省

成都市 四川

大学華西第二

病院 

H23.6/8 ～

6/9 

大 阪 市 立 大

学・大学院医学

研究科・講師 

岡野善行 

中国・四川省

成都市 四川

大学華西第二

病院 

H23.6/8 ～

6/9 

信州大学・医学

部 附 属 病

院 ・講師 矢

崎正英 

中国・四川省

成都市 四川

大学華西第二

病院 

H23.6/8 ～

6/9 

仙 台 市 立 病

院・小児科医長 

大浦敏博 

中国・四川省

成都市 四川

大学華西第二

病院 

H23.6/8 ～

6/9 
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１１．平成２３年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 1,181,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 3,062,000

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

503,900  

その他経費 100,000  

外国旅費・謝金
等に係る消費
税 

153,100  

計 5,000,000 研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 500,000
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。

合  計 5,500,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 970,450 5/30 

第２四半期 3,979,550 18/97 

第３四半期 25,000 0 

第４四半期 25,000 0 

合計 5,000,000 23/127 

 


