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（様式４－１） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成 ２６年  ４月 １０日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共 同 研 究 代 表 者 所 属 ・ 部 局  九州大学大学院医学研究院・次世代医療研究開発講座      

（ふりがな）          すぎやま だいすけ 

職・氏 名  准教授・杉山 大介         
 

1. 事 業 名 相手国（  ベトナム  ）との共同研究  振興会対応機関（  VAST  ） 

2. 研 究 課 題 名  サラセミア発症機構の解析と新規治療法の開発                     

3. 全 採 用 期 間 

平成 ２３年 ８月 １日 ～ 平成 ２６年 ３月 ３１日 （ ２年 ８ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額 5,970,000 円 

初年度経費 2,000,000 円、 ２年度経費 2,000,000 円、 ３年度経費 1,970,000 円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額      円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

Kulkeaw Kasem  

井上朋子 

Srinoun Kanitta  

水落ちよ 

Tan Keai Sinn 

田中由香 

九州大学大学院医学研究院・訪問研究員 

九州大学大学院医学研究院・講師 

九州大学病院 ARO 次世代医療センター・訪問研究員 

九州大学病院 ARO 次世代医療センター・テクニカルスタッフ 

九州大学大学院医学研究院・訪問研究員 

九州大学病院 ARO 次世代医療センター・テクニカルスタッフ 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名     国立血液輸血研究所・所長・Nguyen Tri Anh       

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Le Xuan Hai 

Hoang Tran Cong 

Nguyen Thuy Trang 

National Institute of Hematology and Blood Transfusion・Head of Department

National Institute of Hematology and Blood Transfusion・Technician 

National Institute of Hematology and Blood Transfusion・Technician 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

 グロビンは赤血球の酸素運搬を司るタンパク質である。その量的・質的異常は異常ヘモグロビン

症と呼ばれ、貧血状態を惹起する。中でもサラセミアは東アジアに多発する常染色体優性遺伝性の

異常ヘモグロビン症である。サラセミアでは、骨髄において効率良く赤血球が産生されない無効赤

血球造血を生じる。この無効赤血球造血はグロビン合成の不均衡に起因すると考えられているが、

発症機序の解明は発展途上であり、サラセミア治療の現状は対症療法である輸血に依存する。ベト

ナムでは当疾患に罹患する患者数が多い現状に反し、診断の遅延、加療困難の為に多くの命が失わ

れている。 

 本研究においてはサラセミア発症機構の解析と新規治療法の開発を目的として、研究を推進した。

研究の方針決定及び報告に関しては、相手国研究者チームとのメール・スカイプディスカッション

及び現地訪問により協議を行った。特に現地訪問は研究ネットワークを更に強固なものにし、共同

研究内容に関するモチベーションを上げた。 

 以下に示す６項目が研究成果である。 

①サラセミアモデルマウスの造血発生解析を行った。 

②サラセミアマウス、ホモ接合体及びヘテロ接合体より iPS 細胞を樹立した。 

③正常個体より樹立された数種類のマウス iPS 細胞より赤血球分化誘導法の確立を行った。 

④サラセミアホモ接合体より樹立したマウス iPS 細胞からの赤血球分化誘導法を確立した。 

⑤サラセミア発症に関与する遺伝子及び転写因子ネットワークを解明するため、サラセミアマウス

より採取した赤血球系細胞サンプルをマイクロアレイ法で解析し、候補因子のスクリーニングを in 

silico で行った。 

⑥同定した候補因子遺伝子の発現解析・機能解析を行った。 

 

 以下、年度毎の詳細を記載した。 

平成２３年度 

 平成２３年１１月、杉山大介、Kulkeaw Kasem、井上朋子が相手国を訪問してセミナー、ディス

カッションを行った。（演題名：1. Identification of novel molecules regulating hemoglobin 

synthesis and clinical implication. 2. Elucidation of terminal erythroid differentiation 

from stem cells and implications for anemia treatment.）。 

 また、平成２４年１月、相手国より Hoang Tran Cong 氏が日本を訪問した。研究実施計画に基づ

き、申請者研究室において、サラセミアマウスのコロニー増殖の為のマウス飼育法の習得、マウス

造血細胞採取法・培養法、マウス ES 細胞及び iPS 細胞の培養法の習得を行い、研究を推進した。

また、正常個体より樹立された数種類のマウス iPS 細胞より赤血球分化誘導法の確立を行った。 

 

平成２４年度 

 昨年度に引き続き、相手国の Hoang Tran Cong 氏が日本にて、血液細胞解析法を中心とした実験

法を習得し、研究を推進した。Tran Cong 氏は平成２４年４月に帰国した。帰国後は随時、メール・

スカイプディスカッションを行った。日本側では、さらにサラセミア発症に関与する遺伝子及び転

写因子ネットワークを解明するため、サラセミアモデルマウスの造血発生解析を行い、野生型マウ

ス胎仔肝臓及びホモ接合体マウス(βIVSII-654/ βIVSII-654)胎仔肝臓を用いた DNA マイクロアレイ解析
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を行い、サラセミアの発症に関与する候補因子のスクリーニングを in silico 解析により行った。

同時にサラセミアマウス、ホモ接合体(βIVSII-654/ βIVSII-654)及びヘテロ接合体(βmajor, minor/ βIVSII-654)

より iPS 細胞を数ライン樹立した。 

 平成２４年５月には杉山大介、井上朋子、Tan Keai Sinn が第１０回幹細胞シンポジウムに参加

し、血液学に関する情報収集・研究成果発表を行った。１０月には、Kulkeaw Kasem が第 74 回日本

血液学会に参加し、血液学に関する情報収集・研究成果発表を行った。平成２４年１２月４月３〜

７日に開催された Cold Spring Harbor Meeting, ASIA（開催地：中国・スーチョウ）においては、

本事業計画の研究成果に関して口頭発表を行った。 

 

平成２５年度 

 平成２４年度にサラセミアホモ接合体より樹立したマウス iPS 細胞からの、赤血球分化誘導法の

確立を試みた。正常マウスiPS細胞をコントロールとして同時に培養し、比較検討を行ったところ、

増殖速度・分化指向性に差が認められた。 

 同様に、平成２４年度に同定した候補因子遺伝子（IgfbpX）の発現解析・機能解析を行った。具

体的には正常マウス胎仔肝臓における、IgfbpX 及びその binding partner、receptor の発現確認、

発現細胞の特定を行った。類洞内皮細胞において IgfbpX 及び binding partner の発現を認め、

receptor では Igf1r が優位に発現することを認めた。この結果を元に機能解析実験を行い、再現性

の有無を検証中である。 

 平成２５年４月には、杉山大介、Kulkeaw Kasem、Tan Keai Sinn が AsiaCORD2013 に参加、５月

には、杉山大介、井上朋子、Tan Keai Sinn が第１１回幹細胞シンポジウムに参加し、血液学に関

する情報収集・研究成果発表を行った。また、１０月には、杉山大介、Kulkeaw Kasem、井上朋子、

Tan Keai Sinn、田中由香が第 75 回日本血液学会に参加し、血液学に関する情報収集・研究成果発

表を行った。 

 さらに、平成２６年２月、杉山大介、井上朋子、田中由香が相手国を訪問し、セミナー、ディス

カッション及び研究成果報告を行った。（演題名：1. Clarification of molecular mechanisms on 

erythropoiesis and its clinical application. 2. Embryonic muscle comprises hematopoietic 

progenitors before homing to bone marrow.）。 

  

 


