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アジア研究教育拠点事業 
平成２１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： 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      

     hematological  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/pediatr/ 
３．採用年度 
 平成１８年度（４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）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 
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 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．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 2003 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。 
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
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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、マヒドン大学で第 2 回アジア血液学セミナー（2007 年 10 月 30～31 日）

を開催、日本とタイ 13 名のコアメンバーの他 50 名以上の参加者が共同研究について活発

に討議した。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 名の医師とエンジニアが一同に介し、遠隔会議による交流ついて協議

した。2008 年 2 月 22～23 日に九州大学で「アジアの血栓症とサラセミア」に関するワー

クショップを開催、タイと日本から 21 名の発表の他 60 名以上の参加者を得て、臨床から

基礎まで専門的な議論が展開された。平成 18～19年度の成果をProceedingsとしてまとめた。 
平成 20 年度は研究領域を 9部門に再編成して共同研究を推進した。第 3回セミナーは九

州大学で第 18 回日本産婦人科新生児血液学会の開催（2008 年 6 月 27～28 日）に併せ、日

本国内の血栓止血の専門家など約 200 名の参加者をえた。第 4回セミナーは 2008 年 2 月に

マヒドン大学で約 40 名の参加者をえて両国の研究成果について熱心な討議が行われ、コア

メンバーにより共同研究成果の報告体制について全体会議を行った。タイの政情不安定に

も関わらず両国間の研究交流は活発で、九州大学に短期留学したタイの若手研究者は共同

研究成果を論文報告予定である。 

 
７．平成２１年度研究交流目標 
この 3 年間にマヒドン大学で５回、九州大学で４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、両国における疾病構造の差異や共同研究推進の重要性と問

題点が明らかになった。また、両国若手研究者の短期滞在型あるいは指導研究者による積

極的な研究交流は、コアメンバーを中心とした両国の研究者の相互理解と信頼関係を深め

た。この共通研究基盤の確立を背景に、すでに両国の比較研究の成果はそれぞれ論文報告

され一定の成果を上げてきた。またいくつかの領域では、すでに共著として報告予定の研

究成果もあがっている。しかし、真の意味での共同研究はここからである。本年度はとく

に現在の各領域の共同研究の進行状況から、R1 をはじめとしてすでにデータの集積が始ま

っている研究を積極的に進める。さらに新たに始まった R9 などを中心に active member
を各領域から選定して、積極的に両国共同で報告可能な研究を進めていく。どの研究領域

もすでに成果に提出してきたとおり、積み上げてきた論文報告実績があるので、この active 
member が両国の協力をスムーズに進めることが重要である。この観点から新しい“アジ

ア血液学”を創出するため、本年度は若手研究者の交流と各領域の共同研究をとくに充実

させ、これまで以上に研究成果を推進してきたい。 
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８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

平成 20年度に再構築した各研究領域の共同研究を推進してより充実した成果報告をめざす。 

1） サラセミアにおける microRNA 発現解析を進め、赤芽球系細胞のエピジェネティックな

調節機構、またマラリア抵抗性における意義を検討し臨床に有用な研究を進める。（R-1） 

2） 高感度フローサイトメトリ法の解析血球を広げ、発作性夜間血色素尿症型血球の検出率

をあげ、日タイの再生不良性貧血における免疫病態の違いを明らかにする。（R-2） 

3） 日タイでの造血幹細胞移植について、年度別移植源別移植数、疾患別移植数、感染症対

策などの比較検討を行い、相互の移植医療の質の向上へと発展させたい。（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。病理からの症例解析と臨床疫学調査を計画している。（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） 日タイで血液学の臨床と研究に関する遠隔会議を行い、ネットワーク関係者との交流推

進：遠隔医療活動の基盤を強化し、医療遠隔コミュニケーションを推進する。（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） 血液検査の標準化に関して、対象検査項目を絞りこんで、日本・タイ・韓国の病院検査

部を中心に共同検証を開始しこれを拡大していく。(R-8) 

9) アジア地域の感染症の特色を考慮しながら、日本で開発された迅速診断法（BTK 欠損症、

IRAK4 欠損症）を活用して原発性免疫不全症候群の診断を行う。(R-9) 

 

８－２ セミナー 

福岡とバンコクでそれぞれ第５回および第６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。これまでの成果を発展させ、共著として報告するた

めの検討会・報告会および全体会議もあわせて開催する。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

1） 日本側研究者派遣 

2） タイ国若手臨床医の九州大学病院無菌病棟造血幹細胞移植部門などへの研修受入れ 
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９．平成２１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> 

タイ 

<人／人日>

韓国 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 39/144 1/5   40/149 

タイ 

<人／人日> 
27/208     27/208 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
27/208 39/144 1/5   67/357 

 

※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 

11/30  <人／人日> 
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１０．平成２１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１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）サラセミア、マラリアその他の貧血症 

（英文）Thalassemia, malaria and other anemias 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）梅村創・九州大学大学院医学研究院・教授 

（英文）Tsukuru Umemura, Kyushu University Hospital, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Suthat Fucharoen・Mahidol University・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 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本<人／人日>
 

8/32 
 

8/32 

タイ<人／人日> 5/125   5/125 

  <人／人日>     

合計<人／人日> 5/125 8/32  13/157 

② 国内での交流    2/10 人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

１）サラセミアにおける microRNA 発現異常解析をさらに進める。サラセ

ミア症例の純化赤芽球系前駆細胞を用いて microRNA array assay、gain 

of function、loss of function などの手法によりエピジェネティックな

調節機構を明らかにする。この目的で、タイ研究者が九州大学に滞在し

共同研究を行う。本計画によりサラセミアに特異的な microRNA 異常が明

らかとなり、その成果は新規治療法・診断法の開発へ応用できると期待

される。 

２）サラセミア患者は、マラリア抵抗性を有するが、その分子機構は不

明である。R1 における共同研究では、ヒト赤血球に感染するマラリア原

虫の増殖・分化に関与する microRNA を解析することにより、マラリア疾

患の診断および治療のターゲット分子としての microRNA を特定する。そ

の成果は、マラリアの新しい治療法開発において breakthrough となるこ

とが期待される 

３）貧血疾患に関する保健学教育・研究について共同研究を開始する。

 
 
 



 
 

7 
 

日本側参加者数  

12 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

13 名 （１３－２ タイ側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）
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整理番号 R－２ 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）造血不全症の国際比較研究 

（英文）Cross-national research of bone marrow failure syndrome 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）中尾眞二・金沢大学大学院医学研究科・教授 

（英文）Shinji Nakao・Graduate School of Medical Science, Kanazawa 

University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Surapol Issaragrisil ・ Siriraj Hospital, Mahidol University ・

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 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本<人／人日>  1/1  1/1 

タイ <人／人日>     

<人／人日>     

合計<人／人日>    1/1 

② 国内での交流     0/0 人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

平成 20 年度までのシリラ病院との技術交流により、金沢大学で開発した

高感度フローサイトメトリ法を用いることによって、タイの再生不良性

貧血患者においても微少PNH型血球が検出されることが明らかになった。

ただし、日本の患者に比べて検出率が低いことから、検索する血球の種

類を現在の顆粒球と赤血球に加えて、単球、Tリンパ球、Bリンパ球、NK

細胞に広げる必要がある。これによって、PNH 型血球の検出率が向上し、

日本とタイの再生不良性貧血患者における免疫病態の違いがさらに明ら

かになることが期待できる。 

日本側参加者数  

9 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

2 名 （１３－２ タイ側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）
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整理番号 R－３ 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）造血幹細胞移植 

（英文）Hematopoietic stem cell transplantation 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）豊嶋崇徳・九州大学病院・准教授 

（英文）Takanori Teshima・Kyushu University Hospital・Associate 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Suradej Hongeng・Ramatibody Hospital・Associate 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 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本<人／人日>  4/12  4/12 

タイ<人／人日> 4/12   4/12 

  <人／人日>     

合計<人／人日> 4/12 4/12  8/24 

② 国内での交流    0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

これまでに，造血幹細胞移植医療は，日タイの社会基盤の相違により，

移植ソース，適応疾患，合併症対策に大きな差がみられることが明らか

になった．今年度は，これら日タイでの移植医療の実態の差異をまとめ

ていく作業に入る予定である．具体的には，年度別移植ソース別移植数

の推移，疾患別移植数の推移，感染症対策の違いなどについて比較検討

を行う．これにより，問題点を明らかにし，相互の移植医療の質の向上

へと発展させたい． 
 

日本側参加者数  

13 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ タイ ）側参加者数 

3 名 （１３－２ タイ側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）

 

 

 

 



10 
 

整理番号 R－4 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）リンパ増殖性疾患と難治性 EB ウイルス関連疾患 

（英文）Lymphoproliferative disorders and refractory Epstein-Barr 

virus related diseases 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）大賀正一・九州大学病院・准教授 

（英文）Shouichi Ohga・ Kyushu University Hospital・ Associate 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Sanya Sukpanichant・Siriraj Hospital・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 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本<人／人日>  4/20  4/20 

タイ<人／人日> 4/20   4/20 

    <人／人日>     

合計<人／人日> 4/20 4/20  8/40 

② 国内での交流     3/8 人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

タイでは認識されていなかった慢性活動性 EB ウイルス感染症の疑診例

について、病理学的に確認作業を行う。EB ウイルス関連血球貪食症候群

の発症例は少なくないため、EB ウイルス関連疾患の臨床病理学的調査を

行う。難治性 EB ウイルス関連疾患の正確な診断のため、EB ウイルス量・

感染細胞および細胞傷害性顆粒異常に関する診断技術の共有体制を確立

する。アジア特有な「リンパ増殖性疾患」の疾患概念と治療法の確立の

ためにまず疫学と診断の基盤整備を行う。タイに慢性活動性 EB ウイル

ス感染症の病像を呈する EBV 感染 T/NK リンパ増殖症が発見され、同国

におけるこの疾患群の疫学と病態の全体像が明らかになることが期待さ

れる。 
日本側参加者数  

18 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ タイ ）側参加者数 

2 名 （１３－２ タイ側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）
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整理番号 R－５ 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）遺伝子・再生医と免疫細胞療法 

（英文）Gene therapy and immune cell therapy 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）谷 憲三朗・九州大学生体防御医学研究所・教授 

（英文）Kenzaburo Tani・Medical Institute of Bioregulation, Kyushu 

University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Surapol Issaragrisil・Mahidol University・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 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 
3/10  3/10 

タイ 

<人／人日> 
3/10   3/10 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 
3/10 3/10 

 
6/20 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

悪性リンパ腫に対する新規免疫細胞療法臨床研究の推進 

悪性リンパ腫に対する新規免疫細胞療法を当科では確立中であり、そ 

の臨床研究を両機関において推進するための技術移転を Mahidol 大学 

に対して行い共同臨床試験として発展させる。 

日本側参加者数  

5 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

5 名 （１３－２ タイ側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）
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整理番号 R－6 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）血液学の臨床と研究における IT の応用 

（英文）Application of IT and media technology in research and 

education of hematology 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）清水周次・九州大学病院・准教授 

（英文 ） Shuji Shimizu, Kyushu University Hospital, Associate 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Nopphol Pausawasdi・Siriraj Hospital, Mahidol University・Assistant 

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 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本<人／人日>    0/0 

 タイ <人／人日>    0/0 

      <人／人日>     

合計<人／人日>    0/0 

② 国内での交流    0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

１．日タイ間の遠隔医療推進：マヒドン大学と九州大学のみならず他施

設を含めた両国全体の医療遠隔コミュニケーションの推進を図る。研

究の成果が、特定の施設のみならず多くの研究機関へと拡がっていく

ことが期待される。 

２．血液学の臨床と研究に関する遠隔会議の立案：遠隔会議のコンテン

ツとして、血液学に関する具体的計画を協議・立案する。血液学の研

究へネットワークの技術を応用することにより、物理的な人の移動を

伴うことなく効率的かつ継続的な共同研究が可能になる。 

３．ネットワーク関係者との交流推進：遠隔医療活動の基盤を強化する

ため、両国における医師とエンジニアの交流を推進する。医工学の連

携は本活動の基礎であり、このヒューマンネットワークの確立が本研

究をさらに推進するのみならず、他の医療分野における研究をも促進

することに繋がる。 

日本側参加者数  

17 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

10 名 （１３－２ タイ側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－７ 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）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 

（英文）Study on oxidative diseases and antioxidant properties of 

plant extracts in Thailand 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）内海英雄・九州大学大学院薬学研究院・教授 

（英文）Hideo Utsumi, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyushu 

University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Primchanien Moongkarndi・Faculty of Pharmacy, Mahidol University・

Associate 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 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 4/20  4/20 

タイ 

<人／人日> 

4/20   4/20 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

   
8/40 

② 国内での交流      0 人／0  人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

本年度も、昨年度と同様にタイ国マヒドン大学と共同で、in vivo ESR 法

や OMRI 法で鉄過剰症モデル等での生体レドックス動態の解析を行う。

また、タイより thalassemia 症遺伝子改変マウスを受け入れる体制を整

えつつあり、より実際の thalassemia 症に近い酸化ストレスの機序の解

明に繋がることが期待される。 

日本側参加者数  

5 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ タイ ）側参加者数 

5 名 （１３－２ タイ側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）国（地域）側参加者リストを参照）
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整理番号 R－８ 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）血液凝固と血液検査学、特にその標準化に関する研究 

（英文）Coagulation disorders, laboratory medicine and 

 Standardization 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）康 東天・九州大学大学院医学研究院・教授 

（英文）Dongchon Kang, Kyushu University Graduate School of Medical 

Sciences, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Ampaiwan Chuansumrit・Ramatibodi Hospital・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 タイ 韓国（日本側） 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本<人／人日> 
 

2/10 1/5 3/15 

   <人／人日>     

   <人／人日>     

合計<人／人日> 0/0 2/10 1/5 3/15 

② 国内での交流   0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

血液検査の標準化に関して、対象検査項目を１あるいは２程度に絞り、

日本、タイそして韓国を含め、検査を実際にしている病院検査部を中心

に共同検証を開始する。現在候補としては、コレステロール検査と HBV

など血液感染症の遺伝子検査などを考えている。具体的に３カ国間で標

準化が１つでも成功すれば、その後の標準化項目の拡大のためのモデル

となり、関係国における臨床検査発展に大きく寄与できる。 

日本側参加者数  

21 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

4 名 （１３－２ タイ側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 
 
 
 
 
 



 
 

15 
 

整理番号 R－9 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）タイにおける先天性免疫不全症の診断 

（英文）Diagnosis of primary immunodeficiency in Thai children 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）高田英俊・九州大学病院・特任准教授 

（英文）Hidetoshi Takada・Kyushu University Hospital・Associate 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Sanya Sukpanichant・Siriraj Hospital・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 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本<人／人日>  2/6  2/6 

タイ<人／人日> 2/6   2/6 

  <人／人日>     

合計<人／人日> 2/6 2/6  4/12 

② 国内での交流     0/0 人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

アジア地域の感染症の特色を考慮しながら、原発性免疫不全症候群の

診断を引き続き行う。BTK 欠損症、IRAK4 欠損症、など国内で開発された

迅速診断法を活用する。この研究により、迅速診断法の有用性や地域に

おける原発性免疫不全症候群の特色が明らかになるものと考えられら

る。 

日本側参加者数  

3 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

2 名 （１３－２ タイ側参加者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３ （  ）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）第 5 回日本学術振興会アジア研究教育拠点事業血液学セミ

ナーin 福岡 
（英文）5thJSPS Asia Hematology Seminar in Fukuoka 

開催時期 平成 21 年 6 月 25 日（1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、福岡、九州大学病院 
（英文）Kyushu University Hospital, Fukuoka, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）原 寿郎・九州大学大学院医学研究院・教授 
（英文）Toshiro Hara・Department of Pediatrics, Graduate School 
of Medical Sciences, Kyushu University・Professor 

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) 

Wanachiwanawin Wanchai・Siriraj Hospital, Mahidol 
University・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. 6/12 
B.  
C. 5/10 

タイ 

<人／人日> 

A. 4/12 
B.  
C.  

合計 
<人／人日> 

A. 10/24 
B.  
C. 5/10 

 
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。） 
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セミナー開催の目的 これまでに開催してきたバンコク（5 回）と福岡（4 回）のワーク

ショップおよびセミナーにおいて、両国の研究機関における研究

の相互理解が深まった。事業の全体像を考慮して、研究交流の活

動性を報告すると共に、共同研究の具体的成果をめざしてテーマ

を選定し、各領域に沿ったセミナーを行って検討する。 

期待される成果 日本とタイ国における研究対象や研究環境などの差違がお互いに

よく認識されているので、実現可能性の高いテーマから具体的な

計画案の進行状況を検討することができる。セミナーによって、

詳細に検討を要する課題を、ワークショップや個別会議で取り上

げ、研究の現状と方向性に関してより具体的なスケジュールを決

めていくことが出来ると考えられる。 

セミナーの運営組織 コーディネーターの原寿郎教授が統括責任者となり、セミナーの

企画調整・相互連絡等については、中島直樹、大賀正一および中

武（事務手続き担当）が担当する。会場の設営および運営は九州

大学病院地域医療連携センター、九州大学小児科及び医系学部等

学術協力課に依頼する。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 合計金額 775(千円) 
内容 国内旅費       300（千円） 
      備品・消耗品購入   300（千円） 
      その他経費            175（千円） 

（タイ）側 合計金額 300（千円） 
内容 外国旅費    金額  300（千円） 

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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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 6 回日本学術振興会アジア研究教育拠点事業血液学セミ

ナーin バンコク 
（英文）6thJSPS Asia Hematology Seminar in Bangkok 

開催時期 平成 21 年 11 月 28 日 （1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ国、バンコク、マヒドン大学シリラ病院 
（英文）Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）原 寿郎・九州大学大学院医学研究院・教授 
（英文）Toshiro Hara・Department of Pediatrics, Graduate School 
of Medical Sciences, Kyushu University・Professor 

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) 

Wanachiwanawin Wanchai・Siriraj Hospital, Mahidol 
University・Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ タイ ） 

日本 
<人／人日> 

A. 10/30 
B. 16/48 
C.  

タイ 

<人／人日> 

A.  
B.  
C. 39/39 

合計 
<人／人日> 

A. 10/30 
B. 16/48 
C. 39/39 

 
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。） 
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セミナー開催の目的 現在までのワークショップ、セミナーと今年度の S-１で検討した

計画をさらにすすめる。共同研究を積極的に促進し、テーマを選

定し、討議を行っていく。 

期待される成果 日本とタイ国における研究対象や研究環境の差違をさらに確認し

あい、実現可能性の高いテーマについて、具体的な計画の進行状

況を検討し、セミナーでより深く討議することが可能である。セ

ミナーを基本とした会議によって、さらに検討を要する問題点を

明らかにし、今後の研究、交流、セミナー等における成果につな

げていくことが出来る。 

セミナーの運営組織 コーディネーターの Wanchai 教授が統括責任者となり、セミナー

の企画調整・相互連絡等については、中島直樹、大賀正一および

中武（事務手続き担当）が担当する。会場の設営および運営はマ

ヒドン大学国際関係課に依頼する。 
 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費（タイへの航空券代） 金額 2,000
（千円） 

（タイ）側 内容 国内旅費・滞在費       金額  200
（千円） 

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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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>

タイ 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 1/3  1/3 

タイ 

<人／人日> 

1/3   1/3 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

1/3 1/3  2/6 

②  国内での交流       0 人／人日 
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１１．平成２１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 500,000 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 4,500,000

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

3,600,000  

その他経費 175,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

225,000  

計 9,000,000
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 900,000

合  計 9,900,000

 

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 1,000,000 9/33 

第２四半期 3,000,000 34/227 

第３四半期 1,000,000 29/105 

第４四半期 4,000,000 6/22 

合計 9,000,000 78/387      

 
 


