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 （様式６） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 20 年 3 月 13 日 
 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局 名古屋市立大学 大学院医学研究科 

（ふりがな）         おかもと たかし 

職・氏 名  教授・ 岡本 尚            
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ ドイツ ）とのセミナー（対応機関：   DFG    ） 

 

 

2． セミナー名       第 3 回日独エイズ公開シンポジウム             

 

 

3． 期   間  平成 19 年 11 月 26 日 ～ 平成 19 年 11 月 27 日（2日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）      広島市 広島国際会議場ダリアの間                         

 

5． 参加者数   日本側                15 名 
（代表者を含む） 

相手国側      11 名    計  27  名 
 

その他の国            １ 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

岡本 尚 

金澤 智 

朝光 かをり* 

日比 悠里名* 

今井 健一* 

上野 孝治* 

市川 誠一* 

岡本 実佳* 

鎌倉 光宏* 

岩谷 靖雅* 

 

佐藤 裕徳* 

塩田 達夫* 

 

清水 宣明* 

岡 慎一 

 

松下 修三* 

鬼塚 哲郎* 

山田 創平* 

ジェーン・コーナ

* 

塩野 徳史 

 

 

名古屋市立大学大学院医学部 

名古屋市立大学大学院医学部 

名古屋市立大学大学院医学部 

名古屋市立大学大学院医学部 

名古屋市立大学大学院医学部 

名古屋市立大学大学院医学部 

名古屋市立大学看護学研究科・教授 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科・講師 

慶應義塾大学健康マネジメント研究科・教授 

国立感染症研究所エイズ研究センター 

研究員 
国立感染症研究所・室長  

大阪大学微生物病研究所感染機構研究部門・教

授 
群馬大学 大学院医学系研究科・講師 

国立国際医療センターエイズ治療研究開

発センター・センター長 
熊本大学エイズ学研究センター・教授 

京都産業大学文化学部・教授 

エイズ予防財団・リサーチレジデント 

名古屋市立大学看護学研究科感染予防研究

室 

名古屋市立大学看護学部・研究員 

 

 

細胞分子生物学 

細胞分子生物学 

細胞分子生物学 

細胞分子生物学 

細胞分子生物学 

細胞分子生物学 

感染症学 

ウイルス学 

感染症学 

ウイルス感染制御分野 

 

感染防御学 

感染制御部門ウイルス感染分野 

 

分子予防医学 

内科学 

 

内科学 

スペイン文学 

感染予防学 

感染予防学 

 

感染予防学 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Ruhr University Bochum・教授・Norbert H. Brockmeyer      

 

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。） 

   

(4) その他の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

Kenji Tamura HIV Department, WHO・Medical officer 国際医療政策、感染症対策 

 

 

 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

Norbert H. Brock-meyer 

Andreas Meyerhans 

Thomas Harrer 

Gabriele Arendt 

 

Sieghart Sopper 

 

Escobar Pinzon 

 

Phil Langer 

 

Viviane Brunne 

Matthias Geyer 

 

Antie Schulte 

 

Alexander Sopp 

 

Martin Vogel 

 

 

Hans Wolf 

Ruhr University, Bochum, Professor

University Humburg, Professor 

University Hospital Erlangen, 

Professor 

Clinic for Neurology, Henich-Heine 
University, Professor 
Dept. Virology and Immunology 

Deutsches Primatenzentrum, Doctor 

(DPZ)Leibniz-Institute for Primate 

Research, Doctor 

Department of Psychology, Munich 

University, Doctor 

German AIDS Society, Executive 

Director 

Max-Planck-Institute for Molecular 

Physiology, Laboratory Chief, Doctor

Max-Planck-Institute for Molecular 

Physiology, Doctor 

Federal Anti-discrimination 

office,Berlin, Doctor 

Immunologische Ambulanz Medizinische 

Klinik und PoliklinikI 

Universitysklinikum Bonn, Doctor 

Institute for Medical Microbiology

Internal Medicine,  

Virology 

Virology 

Clinical immunology 

 

Neuropsychology 

 

Virology and Immunology 

 

Psychology 

 

Polytical sciences 

Physical Biochemistry 

 

Physical Biochemistry 

 

Sociology 

 

Immunology  

 

 

Microbiology and Immunology
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

【背景と目的】我が国とドイツは文化的にもよく似た背景を持ち、エイズの拡散に関する危険因子

を共通に保有する。ドイツの HIV 感染者数は昨年末で約 50000 人と我が国のおよそ５倍である。

しかしながら、ドイツでは今回参加する研究者や HIV 感染者らが協調して HIV-Hilfe という全国

組織を立ち上げ全国的に展開されており、いわば国民的なレベルでHIV感染症に取り組んでいる。

この点は我が国と大きく異なる点である。HIV-Hilfe は「自助組織」として自らの体験を元に HIV

拡散を防ぐために積極的な活動を繰り広げており、その活動状況は高く評価されている。実際にド

イツにおける HIV 感染者数はこの数年間は横ばいもしくは減少傾向にさえある。多くの外国から

の移入者や旧東ドイツの人々を加えてもこの傾向を維持していることは、東ヨーロッパでの HIV

感染の蔓延を考慮に入れると特記すべき事である。今のままで行くと我が国でも HIV 感染者の数

が次第に増加し、遅かれ早かれ同様の自助組織が必要になってくるので、エイズ対策の我が国の未

来形として HIV-Hilfe の活動状況を経時的に観察および評価して行く必要がある。しかも、興味深

いことに、ドイツにおけるエイズ研究および診療に携わる研究者や医師らが構成するドイツエイズ

学会(German AIDS Society)は、この HIV-Hilfe の組織的活動と有機的な連携を取っており、基礎・

臨床医学のみならず社会医学的観点からHIV/AIDS Competence Networkを構築し、積極的なHIV

感染防御策および啓蒙活動などを進めている。他方、言うまでもなくドイツは伝統的に感染症およ

び化学療法の発祥の地でもあり、伝統的に根付いた感染症治療の研究には注目すべきものがある。

さらに今回の参加者の顔ぶれからも分かるように構造生物学の蓄積があり、多くの優れた業績も多

数なされている。従って、日独二国間のシンポジウムを継続的に開催し、基礎および臨床医学の共

同研究を構築すると共に、社会医学的な立場からも情報交換と価値観の共有を諮ることを目的に、

今年度で第３回目の本シンポジウムを開催した。 

【内容および成果】エイズ研究に携わる日独の主要な研究者で、基礎医学・臨床医学・社会医学お

よび社会政策などの多方面な活動分野と多様な背景を持った者達が一カ所に集まり、十分な時間と

機会を与えられて集中的に議論を交わし、単なる情報交換だけでなく共同研究実施のための打ち合

わせを行った。シンポジウム自体は１日半の日程で行なわれたが、その前後に両者が集って自由に

討論を交わす機会を多く設定した。このため、単なる親睦の域を超えて数多くの具体的な打ち合わ

せが行われた。特に社会医学の分野では、新しい共同調査や政策検討の共同研究の話し合いが行わ

れた。また、基礎医学でも例えばエイズウイルス蛋白とその関連蛋白の立体構造解析について十分

な時間を使って情報交換およびデータ交換がなされ、実験結果の相互確認をすることができた。 

 

 


