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アジア研究教育拠点事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 九州大学大学院医学研究院 
（ タイ側 ）拠点機関： Siriraj Hospital（マヒドン大学シリラ病院） 

 
２．研究交流課題名 

(和文）： 造血障害の研究・教育交流拠点の形成とアジア血液学の創出        
                （交流分野：血液学           ） 
（英文）： Establishment of a collaborative research and education center for       
       hematopoietic disorders in Asia.                    
                 （交流分野：Hematology         ） 
 研究交流課題に係るホームページ：http:// www.med.kyushu-u.ac.jp/asiacore/        
 
３．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１８年 ５月 ８日 ～ 平成１９年 ３月３１日  
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：九州大学大学院医学研究院 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：九州大学大学院医学研究院・研究院長・ 

金出英夫 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：九州大学大学院医学研究院・教授・原田実根 
 協力機関：九州大学病院・九州大学大学院薬学研究院・九州大学生体防御医学研究所・ 

九州大学情報基盤センター・福岡大学医学部・福岡大学薬学部・鹿児島大学 

大学院医歯学総合研究科・琉球大学医学部・秋田大学医学部・金沢大学 

大学院医学研究科・国立病院機構九州がんセンター 

 事務組織：九州大学企画部研究戦略課，国際交流部国際交流課，財務部経理課，財務部 

      調達課，九州大学医系学部等事務部総務課，財務課，学術協力課 
 
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：タイ 
拠点機関：（英文）Siriraj Hospital・Mahidol University 

      （和文）マヒドン大学シリラ病院 
コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Siriraj Hospital・Professor・Wanachiwanawin Wanchai 
協力機関：（英・和文）Ramathibodi Hospital・Mahidol University(マヒドン大学ラマ

チバディ病院) ,Faculty of Tropical Medicine・Mahidol University (マヒドン

様式７ 
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大学熱帯医学部) ,The Thalassemia Research Center (Institute of Science 
and Technology for Research and Development) Mahidol University (マヒ
ドン大学サラセミア研究所) ,Faculty of Pharmacy・Mahidol University(マヒ
ドン大学薬学部) 

   経費負担区分：パターン２ 
 
 
５．アジア研究教育拠点事業としての全期間を通じた研究交流目標 
 
九州大学を核とした本邦における造血障害研究拠点と、タイ国マヒドン大学内に共同で

設立する交流拠点が、相互間で情報と人的な交流を恒常的に行うことによって、アジア諸

国の研究者たちと日本の研究者たちが深い信頼関係を築くこと、さらに、将来にわたって

お互いにとって有益でかつ先進的な研究成果を挙げる基盤を作ることを目標とする。学術

的には、①アジアにおける造血障害の現状の把握、②分子病態の解析、③患者の生活の質

のための方策の提案、④新規治療法の開発、さらにはこれらを通して⑤あたらしい学問と

してのアジア血液学の創出を目標とする。アジア血液学の創出とは、血液病学をアジアに

適したものに再構成し、かつ、アジアの血液疾患を理解するために必要な研究を集中して

行い、特異的な病態の解明と、予防・治療法の開発を行うことである。一方、人材の育成

に関しては、アジアの中核都市のひとつとなるべき地理的・歴史的必然を持つ福岡市の大

学として、本課題で構築される学術交流体制はきわめて重要な意味を持つ。アジアから研

究者・学生を招聘し、共同研究と教育を行い、日本に親和性をもったアジアの人材を育成

すること、そして福岡からアジアに日本人研究者・学生を送り出し、アジア指向をもった

日本の人材を育成することが目標である。 
 
 
６．平成１８年度の研究交流実績の概要 
 
６－１ 共同研究 

以下の８項目の共同研究でスタートし、年度末に再評価したうえで、次年度に向けた再

構成を行った。 

１．サラセミアとその他の貧血 

サラセミアの分子病態の解析。その他の先天性貧血、鉄欠乏性貧血の実態調査を行う。 

２．造血不全症の国際比較研究 

造血不全症である再生不良性貧血、骨髄異形成症候群などに関し、日本とアジアでの

病型や病態、治療への反応性の相違を比較検討した。 

３．造血幹細胞移植 

造血幹細胞移植療法後の生存に大きくかかわる因子である移植片対宿主病（GVHD）の

発症頻度を比較的単一な日本民族と、タイ系民族と中国系民族が混在するタイ国で比

較検討した。 

４．リンパ増殖性疾患および難治性 EB ウイルス関連疾患 
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５．サラセミアに対する遺伝子・再生医療の開発とマラリア・悪性腫瘍に対する免疫細

胞療法の開発 

６．血液学の臨床と研究における IT の応用 

基幹施設である九州大学とマヒドン大学との間に高速ネットワークを確立した。 

７．酸化ストレス疾患機序解析と天然物質の抗酸化活性評価 

８．血液凝固と血液検査学、特にその標準化に関する研究 

 

６－２ セミナー 

 

１．JSPS Hematology Seminar in Fukuoka (Kick-off seminar)（１０月 福岡） 

事業の全体像を共有するために行った。九州大学血液部門における研究の紹介と、

タイ側の研究紹介。セミナー後、研究課題ごとのワークショップを行い、相互理解を

深めた。 

 

６－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

１．タイ国若手研究者受け入れ（病態制御内科学）。 

２．タイ国の、若手医師の、無菌病棟（造血幹細胞移植部門）への研修受け入れ。 

 

 

７．平成１８年度の研究交流の成果 
 

７－１ 研究協力体制の構築状況 
  実際のワークショップ、セミナーを行う前段階として、タイ側、日本側コーディネー

ター相互の意思疎通を図るため、九州大学よりコーディネーター原田、実務担当の牟田

が訪タイし、タイ側コーディネーターワンチャイ教授、マヒドン大学国際交流部門と研

究協力体制の具体化に向けての話し合いを行い、最終的な意思統一を行うことが出来た。

これに基づいて、小グループによるワークショップをタイ国でおこない、各研究領域の

研究者が顔見知りとなり、お互いの研究内容を知ることによって、今後の共同研究の基

盤が整った。また、10月に福岡市で開催した第 1回の JSPSセミナーの際には、マヒド
ン大学からポンチャイ学長が来日され、本プロジェクトのオフィスをかねて、九州大学

のオフィスをマヒドン大学に設置することを提案された。これを受けて、九州大学ブラ

ンチオフィスを、マヒドン大学に開設する方向で調整中である。 
 
７－２ 学術面の成果 

  ワークショップでは、研究内容の相互理解を深めるために、比較的時間に余裕を持っ

た討論主体の形式でおこなった。これによって、本邦の研究者にとって、タイ国の疾病

構造、また、これに基づいた研究の方向性と実際を知ることが可能となったことが学術

面で極めて有意義であった。タイ側の発表は、たとえばサラセミアといった、本邦の研

究者にとってなじみの薄い疾患に関しても理解しえるように配慮された内容であった。
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これは、日本人研究者にとって教育的意味が大きい。タイ側に関しても、多くの研究者

は、実際に日本人研究者と触れたことがなく、本邦の研究レベルを肌で感じる初めての

機会であった。福岡市で開催したセミナーには、多数のタイ人研究者の参加を得、各研

究領域相互の学術交流をおこなった。またこの際には、高速インターネットを用いて、

九州大学とマヒドン大学を結び、双方向に発表と討論をおこなうことにも成功し、今後

の活用が期待される。 
 
７－３ 若手研究者養成 

  本邦の若手研究者の多くにとって、タイ国は、少なくとも共同研究の相手として、決

してなじみ深い国ではなかった。そこで、ワークショップの際には、必ずしも発表する

予定のない若手研究者を同行することを試み、タイ国の生活および医療・研究環境に触

れさせることからスタートした。ワークショップにおけるタイ側の発表は、相当のレベ

ルのものであり、この点が本邦の若手研究者のよい刺激となった。タイ側の若手研究者

も、ワークショップに参加してきており、本邦の研究者と交流することが出来た。また、

九州大学病院の無菌治療病棟にタイから若手医師を受け入れ、造血幹細胞移植に関する

研修を行った。来年度の本邦における研究の打診などもすでにあり、本年度の JSPSの支
援による研究者交流が、双方の国際感覚を持った若手研究者育成の基礎を築きつつある

といえる。 
 
７－４ 社会貢献 

  福岡で開催した第 1 回のセミナーでは、医師・研究者にとどまらず、広く大学内で広
報したため、検査技師などパラメディカルの参加、また、一般製薬企業からも多数の参

加を得た。これによって、JSPSによって支援されたアジアとの共同研究の重要性を広く
周知することが出来た。タイ国で増加しているサラセミアは、アジア全体の社会問題と

いえる。これらアジアの抱えている問題を、セミナーを通して日本人研究者に知らしめ

たことが、今後の各自の社会貢献の可能性を大きく広げるものである。 
 
７－５ 今後の課題・問題点 

  共同研究を行う基盤はある程度本年度の活動で整備されたといえる。しかしながら、

タイと本邦では疾病構造が異なっており、また、造血幹細胞移植などの高度医療の普及

の程度にも隔たりがある。したがって、研究に関する方向性と問題意識にも異なった部

分が存在することが問題点である。お互いを理解することに努めながら、双方にとって

意味があり、かつ共感できる研究課題を抽出していくことが今後の課題である。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数  0  本 

   うち、相手国参加研究者との共著  0  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  0  本 
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８．平成１８年度における総交流人数・人日数 
８－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

          派遣先 

派遣元 
日本 タイ国 

韓国 

（日本側参加者）
 合計 

実施計画 43/191 0/0  43/191 
日本 

実績 

 

29/102 0/0  29/102 

実施計画 59/353   59/353 
タイ国 

実績 14/61 

 

  14/61 

実施計画 0/0 0/0  0/0 韓国 

（日本側参加者） 実績 1/3 0/0 

 

 1/3 

実施計画     
 

実績    

 

 

実施計画 59/353 43/191 0/0  102/544 合計 

実績 15/64 29/102 0/0  44/166 

 

※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。） 

※日本側予算によらない（相手国予算による）交流についても、カッコ書きで記入してく

ださい。 

 

 

８－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  13／34  （人／人日）    2／7  （人／人日） 

 




