
アジア研究教育拠点事業 
平成１９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： 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．開始年度 
平成１８年度（２年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１９年５月２２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：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・     

髙栁涼一 
 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 寿郎 
 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：九州大学国際交流部国際交流課，九州大学財務部経理課，九州大学医系学部等

総務課，九州大学医系学部等財務課，九州大学医系学部等学術協力課 
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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：（英文）Ramathibodi Hospital Mahidol University, Faculty of Tropical 

Medicine・Mahidol University, The Thalassemia Research Center 
(Institute of Science and Technology for Research and 
Development) Mahidol University, Faculty of Pharmacy Mahidol 
University 

       （和文）マヒドン大学ラマチバディ病院, マヒドン大学熱帯医学部,  
マヒドン大学サラセミア研究所, マヒドン大学薬学部 

 
 経費負担区分：パターン２ 
 
 
６．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

の生活の質の向上ための方策の提案、④新規治療法の開発、さらにはこれらを通して⑤

新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。
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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 

18 年度の研究交流の実績を再評価して、共同研究を以下のように構築し、各テーマ

の共同研究を推進した。 

   1)サラセミアおよび類縁疾患（R-1）： 

分子病態の解析、造血幹細胞移植による治療成績向上、遺伝子・再生医療の開発のた

め microRNA 解析を中心とした基礎研究を行っている。 

2)造血不全症（R-2）： 

日本とアジアでの病型や病態、治療反応性を比較検討し、関連の深い分子異常につい

て検討を開始した。解析精度の確認を終え、HLA の遺伝子多型の両国の差などの比較

検討するための検体収集を進めている。 

3)造血幹細胞移植（R-3）： 

自己免疫疾患に対する造血幹細胞移植法をタイ側に紹介し、臨床応用の可能性につ 

いて協議中である。 

4)リンパ増殖性疾患および難治性 EB ウイルス関連疾患（R-4）： 

アジアに多い EB ウイルス関連リンパ増殖症の疫学、病態解析、診断および治療開発

のための基盤整備を行っている。短期留学者を受け入れ病理学的検討を行った。先天

性免疫不全症との関連から遺伝的要因の検討を立案中である。 

5)遺伝子・再生医療と免疫細胞療法（R-5）: 

悪性リンパ腫に対する新規免疫細胞療法の開発に向けて、短期留学者をうけいれ遺伝

子導入などの共同研究を開始した。 

6)血液学の臨床と研究におけるＩＴの応用(R-6) 

基幹施設である九州大学とマヒドン大学関連の複数の病院との間で高速ネットワー 

クを用いて遠隔医療会議を行い、遠隔医療シンポジウムも開催した。 

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(R-7) 

タイ原産の抗酸化物質、酸化ストレスの分子イメージングなどについて九州大学と 

マヒドン大学の薬学部間で共同研究のための情報交換を行った。 

8)血液凝固異常(R-8)： 

基礎疾患となる病態、遺伝的背景および責任遺伝子の解明をめざして、血液凝固検査 

をはじめとした血液検査の標準化について 2大学間で検討を開始した。 
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７－２ セミナー 

JSPS Asian CORE program: 2nd Workshop of “ Asian Hematology in Bangkok ”  
独立行政法人日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 JSPS Asian Core Program 

第 2 回「アジア血液学セミナーin バンコク」（平成 19 年 10 月 30 日～31 日 マヒドン

大学）研究課題ごとに成人領域と小児領域で九州大学血液部門における研究とタイ

側の研究を相互に比較して、課題を共有し相互理解を深めた。さらに、それぞれの

研究成果をセミナー形式で交互に報告し共通点と問題点を協議し研究の進め方を検

討した。 

 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

The JSPS-NRCT Hematology Workshop “Thrombosis and Thalassemia in Asia” 

独立行政法人日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 JSPS Asian Core Program

「アジアの血栓症とサラセミア」ワークショップ（平成 20 年 2 月 23 日 九州大学）         

血栓症とサラセミアに特化しての両国の状況を比較しながら、最新の知見を臨床か         

ら基礎に渡る広い範囲で議論を深め共通点を認識した。 

 

タイ国若手研究者受入れ 

先端分子・細胞治療科  

Tanawan Kummalue (Mahidol University) 

成長発達医学及び病理学  

Thawatchai Akaraviputh (Siriraj Hospital, Mahidol University) 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
８－１ 研究協力体制の構築状況 

各研究領域を以下のように 8 部門で構築し、各テーマに分かれて共同研究を推進して

いる。本年はマヒドン大学と九州大学での 2 回のワークショップを中核として、その前

日には各部門に別れて 2 国間の研究者が、専門領域のより具体的な検討会議を行った。

2007 年 10 月には R-1 から R-5、R-7 の、2008 年 2 月には R-1 と R-8 の両国のメンバーが

中心に研究交流を行った。その間には各研究領域の若手研究者が短期滞在（留学）型の

共同研究をおこなった。2007 年 12 月には IT を応用した血液学の臨床と研究に関して R-6

のメンバーが中心となり遠隔会議を行い成果を上げ、その枠組みの拡張を検討している。

どの領域も両国の疾病構造の違いを理解し、疾患の解析法などの共通基盤の確立を着実

に進めている。 

 

８－２ 学術面の成果 

研究内容の相互理解を深めるために、ワークショップと会議は十分な時間をもうけた

討論形式で行った。その結果、タイ国には多いが日本では少ないサラセミア、またタイ

国ではまだほとんど認識されていない慢性活動性 EBV 感染症などが、相互に理解される

良い機会を得た。また、血栓症や造血不全は両国にみられるがその遺伝的背景について、

共通性と相違を中心にさらなる今後の検討の必要性が示唆された。今回感染症の異常経

過から免疫不全症の遺伝的背景をとらえ、新規免疫不全症の解析へと発展する共同研究

基盤の拡張をめざした方向性も示され、アジア血液・免疫学の創出に寄与するものと期

待される。赤血球系の解析では、microRNA および cDNA microarray を用いた赤芽球系前

駆細胞の分化増殖に関連した新知見が得られ、論文報告を行った。これらはサラセミア

および造血不全症などの病態解析のみ成らず治療研究への応用が期待される。 

 

８－３ 若手研究者養成 

  生化学・分子生物学的手法を基礎としたトランスレーショナルリサーチ、病理診断

技術の分野、さらに臨床血液学・造血幹細胞移植の分野でタイの若手研究者が短期（1

～3か月間）に日本に滞在し、研究活動を行った。それぞれの現場では、実践的な議

論と実験が活発に行われている。この短期滞在による若手研究者の交流は、両国の若

手研究者を刺激することになり、相互研究の基礎が築かれている。 

 

８－４ 社会貢献 

バンコクで開催した第２回のセミナーでは、マヒドン大学関連施設に広報して、医師・

研究者、検査技師などコメディカルスタッフも多数参加した。福岡で開催した血栓症と

サラセミアのワークショップでは、Thai からの 4 名に加えて、福岡近郊のみならず日本

国内の血栓・止血に関する著名な研究者が多く集まり、活発な討論が展開された。これ

らは JSPS によって支援されたマヒドン大学と九州大学の血液学に関連する医師研究者
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の枠をこえて、アジアにおける共同研究の重要性を広く周知する社会的インパクトを与

えたと思われる。 
両国の若手研究者は実際に生活環境、社会経済の構造的差異を体験しながら、共同研

究を進めている。これはアジア血液学をこえて、両国の社会構造の基本的な相互理解に

も有用であり、将来の広い領域での共同研究を進める上での重要な基盤作りである。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

アジア諸国の研究者が信頼関係を築き、お互いに有益かつ先進的研究成果をあげるため

には、アジアに特有な疾患の本質を相互に深く理解し、特異な病態解明と新規な予防・治

療法を開発しなくてはならない。したがって、保健医療制度や高度医療の適応なども含め

た両国の社会経済的な問題点も理解しなければならない。これまでの研究交流で、両国間

の血液疾患における共通点と差異が明らかになってきたが、知識技術の共有のみ成らず、

両国の背景を相互に理解して、実践的な新しい技術開発に取り組む段階に踏み出すことが

必要である。両国間の研究プログラムを通じて若手を育成し、高い倫理観と深い学問的基

礎を有する医学者をアジアから輩出することを目指したい。 
 

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 20 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 2 本 
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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 タイ 

中国 

（日本側）
  合計 

日本 
実施計画  58/246 0/0   58/246 

実績 15/58 3/15   18/73 

タイ 
実施計画 33/182     33/182 

実績 9/91    9/91 

中国 

（日本側） 

実施計画 0/0      

実績 0/0     

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

合計 実施計画 33/182 58/246 0/0   91/428 

実績 9/91 15/58 3/15   27/164 

 

※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。 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  2 ／ 8  （人／人日）  11 ／ 29 （人／人日） 

 


