
アジア研究教育拠点事業 
平成２０年度 実施計画書 

 
 
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:// http://www.med.kyushu-u.ac.jp/asiacore/                    
 
３．採用年度 
 平成 20 年度（3 年度目） 
 
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 
 
 
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 
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 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 
 
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

の向上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。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
九州大学はアジアへの展開を大きな方向性の一つに掲げ、100 を越える施設との学術交流

提携の成立を始め、アジア学長会議の発足、国際交流推進機構の設立などを行ってきた。

相手機関マヒドン大学とは、大学間交流協定を 2002 年 8 月 2 日に締結しており、それを受

けて、第１回の共催シンポジウム“Recent Development of Life Science”を、九州大学に

おいて平成 15 年 2 月 2 日に行った。また、毎年アジア学長会議を開催しており、２００３

年にはタイのチュラロンコン大学、タマサート大学、マヒドン大学の共催で「第４回アジ

ア学長会議」を開催した。この間参加大学は各国の有力大学２０校以上にまで増加し、名

実ともにアジアの大学間の連携を強めている。 
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平成 18 年度は、バンコクマヒドン大学で 3 回のワークショップ（2006 年 6 月 1 日、2006
年 8 月 7 日、2007 年 3 月 5 日）を実施、日本側から 5-10 人、タイ側から 10-15 人の出席

が得られ、活発な議論が行われ、さらに具体的な共同研究計画が検討された。また 2006 年

10月4-5日の2日間にわたって九大医学部でThe First JSPS Asia Hematology Seminar in 
Fukuoka が開催され、タイ側より 20 人、日本側より約 40 人の参加があり、マヒドン大学

学長の出席もあり、活発な学術交流が行われた。 
平成 19 年度は、バンコクマヒドン大学でアジア血液学会議・セミナー（2007 年 10 月

30～31 日）を開催、日本側から６名、タイ側から７名の主要メンバーの他に 50 名を超え

る出席を得て、活発な議論と領域別の共同研究計画が討議された。また、2007 年 12 月に

は九州大学において「アジア遠隔医療シンポジウム」を開催し、８カ国から 150 名に及ぶ

医師とエンジニアが一同に介し、交流の推進と血液学に関する今後の遠隔会議のあり方に

ついて協議した。さらに 2008 年 2 月 22～23 日の 2 日間にわたって九州大学医学部で「ア

ジアの血栓症とサラセミア」に関する会議とワークショップを開催、タイ側から４名、日

本側から 17 名の発表の他 60 名以上の参加者を得て、両国の状況を比較しながら臨床から

基礎に渡る広い範囲で熱心な議論が展開された。この平成 18～19 年度の成果は Proceedings

として成果報告書を作成した。 
 
７．平成 20 年度の研究交流目標 
この 2 年間にマヒドン大学で４回、九州大学で３回の領域別会議・ワークショップ・ア

ジア血液セミナーが開催されたことにより、当初計画された共同研究が十分な討議の下で

評価され、両国における疾病構造の差異が明確になった。また、タイと日本の若手研究者

が短期留学の形式で積極的に研究交流を行うことにより、両国研究者間における研究の方

向性や研究環境の隔たりも明らかとなり、このことは相互理解をより深める結果となった。

本年度はこれらを認識・理解した上で、各領域の共同研究課題を積極的にすすめて研究交

流基盤を確立する。“アジア血液学”を創出するため、若手のみならず中堅研究者の研究交

流も深めて、各領域からコアとなる細目を具体的に再検討して研究交流をさらに活性化さ

せたい。 
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８．平成２０年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

18、19 年度の研究交流成果をもとに各領域の実績を再評価して、以下のように共同研究の

再構築を行う。 

1） サラセミアおよび類縁疾患の分子病態の解析、造血幹細胞移植による治療成績向上、遺

伝子・再生医療の開発をすすめる。臨床で役立つ疾患の予後因子を検討する。（R-1） 

2） 造血不全症の比較によって、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を明らかにする。（R-2） 

3） 造血幹細胞移植については、その全体像の比較によって、移植片対宿主病（GVHD）の実

態、日本人とタイ人の HLA の遺伝子多様性などを比較検討する。（R-3） 

4） リンパ増殖性疾患および難治性 EB ウイルス関連疾患の病態解析、診断、治療の開発を

すすめる。R-9 と合わせ、これを検討するための共通研究基盤を拡充整備する。（R-4） 

5） 遺伝子治療と細胞療法を東南アジアに多発するサラセミア、マラリア、ウイルス関連腫

瘍の治療に応用するためのトランスレーショナル研究をすすめる。(R-5) 

6） 血液学の臨床と研究に関する遠隔会議を行い、他施設へのネットワーク拡大を計画して、

日タイ間のネットワーク関係者の交流を推進していく。（R-6） 

7） thalassemia 症等の酸化ストレス症患機序の解析を、遺伝子改変マウスを用いて行う。

（R-7） 

8) 血液凝固異常とそれに基づく病態、責任遺伝子の解明を行うとともに、血液凝固検査を

中心とする血液検査の標準化を発展させ、2大学間での比較検討を実施する。(R-8) 

9) R-4 と併せて先天性免疫不全症を中心とする遺伝的背景の解析を行い、これを検討する

ための共通研究基盤を拡充整備する。(R-9) 

 

８－２ セミナー 

福岡とバンコクでそれぞれ第 3 回および第 4 回日本学術振興会アジア血液学セミナー

JSPS Hematology Seminar を予定する。これまでの成果をさらに発展させるための検討会・

報告会として開催する。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

1） タイ国若手研究者受入れ 

（病態制御内科、病態修復内科、先端分子・細胞治療科、保健学科病態情報学、成長

発達医学及び病理学） 

2） タイ国若手医師の無菌病棟造血幹細胞移植部門への研修受入れ 
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９．平成２０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 タイ    合計 

日本  58/226    58/226 

タイ 40/229     40/229 

       

       

       

合計 40/229 58/226    98/455 

 

※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。 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

20／68 （人／人日） 
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