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1. プロジェクトの概要 

近年の新興・再興感染症の世界的な流行は、国民の安心・安全を脅かす事態となっている。こ

れら感染症のコントロールのためには、国内外における監視体制を整備すると共に、基礎から

臨床、疫学、公衆衛生、予防医学にわたる幅広い研究体制を国策として整備することが必要で

ある。このような認識に基づき、文部科学省は、国全体として感染症対策を支える基礎研究を

集中的・継続的に推進することを目的として、平成 17 年度より「新興・再興感染症研究拠点

形成プログラム」事業を実施することとした。 

 

1.1. 目的 

本事業は、わが国の大学、研究機関が、国内拠点と連携した海外拠点を設置し、恒常的に現

地での研究を行う体制を整備し、それとともに、即戦力として活躍できる研究人材の確保と将

来活躍が期待される研究者の育成を目指している。この目的のために、国内 4ヶ所の研究拠点

が選定された。北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター、東京大学医科学研究所、大阪大

学微生物病研究所、長崎大学（熱帯医学研究所・医歯薬学総合研究科大学院）である。長崎大

学は国立国際医療センターと連携しながら特にベトナムに海外拠点を置き、アジア地域の感染

症の臨床・疫学研究を推進すると共に、国内においても臨床・疫学分野の拠点としてネットワ

ーク事業を推進する。長崎大学ベトナム拠点プロジェクトは、国内拠点と海外拠点に大別され

双方が有機的に連携しながら研究を展開している。 

 図 1： 平成 17 年度時点での新興・再興感染症拠点形成プログラム 研究拠点 

   

（出典：感染症研究ネットワーク支援センターのNEWSLETTER No.1より転載） 

＊ 平成18年度には本プログラムに新規に岡山大学（インド拠点）、北海道大学（ザンビア拠点）、 

神戸大学（インドネシア拠点）が加わった。 

＊ 平成18年度時点での研究拠点に関する情報は添付資料-1を参照 
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(1) 国内拠点：  

国内拠点では感染症研究に最も重要な臨床・疫学研究分野を中心として、ヒトを対象とした

新興再興感染症の治療・予防介入研究のための基盤構築をして、研究を行う。また、国内およ

び海外で世界レベルの研究を遂行するためのノウハウを倫理面、データ管理面からサポートす

るとともに、国内外の臨床サンプルから得られた細胞や DNA、および遺伝情報の管理センター

機能を担う。 

 

（2）海外拠点：  

ベトナムは熱帯アジアの中で開発と近代化が急速に進行しており、新興感染症の脅威にさら

され続けている。本拠点ではベトナム国立衛生疫学研究所及びバクマイ病院に常駐型のラボを

設置し、そこを中心として国内拠点とも連携しながら、これら新興感染症が流行する根本要因

を科学的に追求し、新しい予防対策に資することを目的とする。また、当該拠点の共同利用を

推進し、北海道大学人獣共通感染症リサーチセンターのサーベイランス研究等との連携を図る。 

 

1.2. 期間と予算 

本プロジェクトは、平成 17 年度から 5カ年の事業である。平成 17年度から 18 年度の長崎

大学と国立国際医療センターの委託費予算実績と 19年度の予定額を表１に示す。平成 17年度

は、文部科学省と長崎大学が委託契約を行い、国立医療センターは長崎大学からの再委託契約

という形であったが、平成 18 年度からはこの方式は変更となった。詳細については「3.3.1.

文部科学省との委託業務の流れ、(1)公募から申請、採択、契約までの経緯」を参照。 

 

 

表 1: 平成 17年度-19年度プロジェクト予算 

 

 

 

 

  単位（千円）  

平成 17 年度 A. 当初契約 B. 変更契約 実績（A+B) 

委託費の額 480,000 100,960 580,960 

  長崎大学 320,970 92,575 413,545 

  国立国際医療センター（再委託） 159,030 8,385 167,415 

平成 18 年度 A. 当初契約 B. 変更契約 実績（A+B) 

委託費の額 480,000 58,000 538,000 

  長崎大学 320,000 58,000 378,000 

  国立国際医療センター 160,000   160,000 
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平成 19 年度   予定（A+B) 

委託費の額 515,000   515,000 

  長崎大学 362,000   362,000 

  国立国際医療センター 153,000   153,000 

（出典：文部科学省へ提出する年度ごとの委託契約書より転載） 

※平成 18年度より国立国際医療センターについては、文部科学省との直接契約 

※平成 18年度変更契約分は、「横断型共同研究の推進」課題の採択による増額分 

 

1.3. 組織体制 

1.3.1. 長崎大学研究チーム 

長崎大学拠点プロジェクトの研究チームは 拠点リーダーを平山謙二教授、ベトナム拠点リ

ーダーを森田公一教授としている。図2は、本学、国立医療センター及びベトナム側のパート

ナーシップ機関を含む拠点プロジェクト全体の組織体制を示している。尚、ベトナム側カウン

ターパートの研究者等に関しては「4.プロジェクト活動実施運営 (1) 研究組織体制」を参照。 

 

＜国内拠点＞ 

研究代表者： 

平山謙二（研究分担者 9 名）： 宿主・病原体・ベクターゲノム・新興再興感染症の治療・予

防介入研究とその基盤構築研究・横断型共同研究プロジェクト 

 

＜ベトナム拠点＞ 

研究代表者：  

森田公一（研究分担者 8名）：動物由来新興再興感染症研究 

高木正洋（研究分担者 6名）：昆虫媒介性感染症研究 

中込治（研究分担者 5名）：経口感染症研究 

有吉紅也（研究分担者 8名）：ヒトーヒト感染症研究 

工藤宏一郎（研究分担者 6名）：新興呼吸器感染症研究 

慶長直人（研究分担者 5名）：結核研究 

岡慎一（研究分担者 6名）：HIV感染症研究 

 

 

詳細リストについては、「長崎大学新興再興感染症臨床疫学研究拠点―研究組織」（添付資料-2）

を参照 
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図 2：長崎大学国際連携研究戦略本部と関係機関体系図  

長崎大学

熱帯医学研究所

平山拠点リーダー

新興・再興感染臨床疫学拠点代表

研究領域

１．臨床介入研究

２．宿主病原体ベクターゲノム

３．横断型共同研究プロジェクト

国内

協力機関

国立国際医療センター

（IMCJ)

NIHE ベトナム国立衛生疫学研究所

長崎大学・NIHEフレンドシップラボ

研究領域

１．動物由来感染症

２．昆虫媒介感染症

３．経口感染症

４．ヒトヒト感染症

NIMPE

（National Institute of Malariology, 

Parasitology and Entomology

〔パスツール研究所〕

ニャチャン

ホーチミン
TIHE
(高地疫学衛生研究所)

ベトナム

バクマイ病院

 

    

国立感染症熱帯病研究所病院

NIITD (National Institute for Infectious and Tropical  

Diseases)

国立結核病院

National Hospital of Tuberculosis and Respiratory Diseases

国立小児病院

National Hospital of Pediatrics

ハノイ市結核病院

Hanoi Tuberculosis and Lung Diseases Hospital

金沢大学

ホーチミン医科歯科大学

呼吸器感染症

AIDS呼吸器感染症・AIDS

結核

バクマイ病院

ホーチミン熱帯病院

 

（出典： 国際連携研究戦略本部作成） 
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1.3.2. 長崎大学内の命令・報告体制 

 

 図 3は、プロジェクトに関して長崎大学内での命令、報告系統を表している。国内と海外拠

点の研究チームと事務管理運営支援チーム、学外関連機関との間でスムーズなコミュニケーシ

ョンを促進し、協力活動を強化するために、どのラインで情報や指示を流し、報告をあげてい

くかを明確にした。 

 

図 3： プロジェクト運営に関する本学内での命令系統及び報告系統図 

  

拠点代表者： 平山

MEXT 

海外拠点リーダー 森田

ベトナム拠点現地責任者（代理）： 山城
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（出典： 国際連携研究戦略本部作成） 
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1.4. 関連機関の役割 

1.4.1.  国内関連機関 

（1）文部科学省 

文部科学省研究振興局研究振興戦略官付が本事業の実施監督部署である。尚、文部科学省が

本事業を総合的、効率的かつ効果的に推進していくために「感染症研究推進委員会」を設置し

た。当委員会は、文部科学省研究振興戦略官付の委託と指導に基づき、理化学研究所感染症研

究ネットワーク支援センターが実施運営している。委員会の主な目的は、新興・再興感染症研

究拠点形成プログラムの実施にあたり、その実施方針、基本計画の策定等を行い、関連機関に

指導、助言を与え今後の事業展開に資することであり、感染症研究の分野における第一線の研

究者および関係府省及び関連研究機関代表者、有識者のメンバー(添付資料-3)で構成されてい

る。 

 

（2）感染症研究ネットワーク支援センター （CRNID： Center of Research Network for 

Infectious Diseases クルニド） 

文部科学省の委託を受けて、平成 17年 7月 1日、独立行政法人理化学研究所（横浜研究所）

の下に感染症研究ネットワーク支援センター（以下 CRNID）が発足した。本事業に参画する大

学、研究機関間の情報共有及び連携強化、各研究拠点の設置と運営支援、最新の研究動向の調

査などが活動の主な目的である。CRNIDは効率的かつ円滑な活動実施のために｢実施会議｣を設

置し、実施計画の支援、研究活動上の情報交換、事業推進に関する協議調整を行っている。実

施会議メンバーは、事業実施大学、研究機関（大阪大学、長崎大学、東京大学、北海道大学、

動物衛生研究所、国立国際医療センター）と CRNID であり、オブザーバーとして文部科学省ほ

か関係者が出席している。 

また、事業活動で得られた現地の最新知見や情報を本事業に参画する研究機関だけではなく、

公衆衛生対策担当の研究機関とも共有することで、新たな研究を展開する可能性を広げかつ、

有効な感染症対策立案に資するために、本事業に参画する研究機関関係者、国立の研究機関関

係者、行政関係者からなる｢連絡調整会議｣も開催している。 
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図 4: 新興・再興感染症研究拠点形成事業の枠組み 

文部科学省研究振興局

ライフサイエンス課
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感染症研究ネットワーク支援センター
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 （出典：平成 19年 2月 1日文部科学時報 平成 17年 6月 NO.1551を修正） 

 

（3）国立国際医療センター 

長崎大学の連携研究機関である国立国際医療センターは、病院における人の検体などを利用

して臨床的側面を中心に研究活動を展開している。例えば、深呼吸器感染症研究は、工藤宏一

郎教授と 6名の研究分担者が、ベトナム側パートナー機関であるバクマイ病院と共同で、鳥イ

ンフルエンザ等新興呼吸器感染症の早期発見診断、早期治療法の研究を行っている。結核研究

は慶長直人教授と 5人の研究分担者が、ベトナム側パートナー機関である国立結核病院および

ハノイ市結核病院と共同でベトナムにおける結核の診断、病態解明、有効な治療戦略開発のた

めの、菌側、宿主側を統合した包括的研究を行っている。HIV 感染研究は、岡慎一教授ほか 6

名の研究分担者が、ベトナムパートナー機関である国立感染症・熱帯病研究所と共同で HIV

感染症に対するテーラーメイドの治療研究を行っている。また、このほか感染症研究の研究者

および臨床家の人材育成にも力を注いでいる。 
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（4）金沢大学 

文部科学省は平成 18 年度、本事業の有効活用とさらなる発展を目的として「海外研究拠点

を活用した新規研究課題」を公募した。長崎大学のベトナム拠点関連としては、国立大学法人

金沢大学と国立大学法人鳥取大学の案件が採択された。金沢大学は「ハノイにおける薬剤耐性

HIV の現状および推移」を研究テーマとして、ウイルスの量測定・薬剤耐性検査を含めた HIV

陽性患者のフォローアップ体制を確立するために、国立国際医療センターと共同で、抗レトロ

ウイルス療法を受けている症例に対して治療効果と薬剤耐性株のモニタリングを行うプロス

ペクティブ・スタディを行う。同時に、ベトナム研究者のトレーニングを実施し、研究終了時

には海外研究拠点であるバクマイ病院において HIV 薬剤耐性遺伝子検査を行うことができる

ようにする。 

 

(5)鳥取大学 

「ベトナムにおける鳥インフルエンザ侵淫実態調査と流行予測｣をテーマに鳥インフルエン

ザワクチン接種を始めたベトナムにおける鳥インフルエンザ侵淫実態調査(家禽飼育場の家禽

からウイルス分離を試み、分離されたウイルスの性状、抗体保有状況等について調査)を行い、

流行を予測する。 

 

1.4.2  ベトナム側関連機関 

長崎大学ベトナム拠点プロジェクトの主なパートナー機関は、ベトナム、ハノイにあるNIHE 

(National Institute of Hygiene and Epidemiology：国立衛生疫学研究所)である。また、マ

ラリアに関してはNIMPE（National Institute of Malariology, Parasitology and 

Entomology：国立マラリア・寄生虫病害動物研究所）と共同研究が行われている。両機関とも、

保健省直轄のベトナムを代表する国立の研究機関である。NIHEはフランス統治下時代、パスツ

ール研究所として開設された。パスツール関連研究所は元々ベトナム国内の行政区と病原体に

よって代表的地域に戦略的に設置され、北部にはNIHE、中部にはパスツールニャチャン、南部

にはパスツールホーチミン、高地には高地疫学衛生研究所（TIHE:Central and Highland Area）

があり、NIMPE以外はNIHEがこれら諸機関の統括している立場にある。 

 

（1）NIHE (National Institute of Hygiene and Epidemiology) 

鳥インフルエンザ、SARSなど動物由来の感染症の発生に対応してベトナム現地と緊密な連携

協力研究を発展させる目的で、長崎大学のプロジェクト遂行に必要十分な設備が備わった

NIHEに共同ラボを設置することにより NIHE内の共同研究者、関連病院、関連施設、関連研究

機関と連携した共同研究を多様な領域で実施する。また、スタッフの常駐研究者による長期的. 

継続的研究が行われている。 

 



   

12 

 

(2) パスツール Nha Trang(ニャチャン)研究所 

ベトナム中部 Nha Trang にある Khan Hoa 県病院をベースとする「感染症モニタリングシス

テムが開始されており、地域住民コホートを構築するため基盤整備をパスツール Nha Trang

研究所と、長年当該地域で NIHE や関連機関と研究活動を行ってきた国際機関である

IVI(International Vaccine Institute：本部 韓国ソウル)と協力して実施している。IVIと

の共同活動実施にいたる経緯に関しては、「2.2. IVとの契約手続き」を参照。 

 

（3）NIMPE（National Institute of Malariology, Parasitology and Entomology） 

マラリア研究に関しては、NIMPEと共同研究が行われている。 

 

(4) JICAベトナム事務所 

JICAの無償プロジェクトで設置されたハイテクセンター内のラボの施設が、日本政府からベ 

トナム政府に供与された後に、NIHEの許可の下長崎大学研究者が使用することとなる。現状で

は、平成19年12月末にハイテクセンター施設は完成予定である。 

 

2．プロジェクト開始に至る経緯 

2.1．ベトナムにおける手続き 

 

長崎大学は、拠点プロジェクト採択以前から、NIHEと約 20年にわたり研究協力関係を築い

てきた。1985 年以来、長崎大学熱帯医学研究所ウイルス部門が WHO のプロジェクトに参画す

る形で日本脳炎やデング熱の学術的、技術的支援を行ってきた。さらに、平成 12 年からは、

日本学術交流会(JSPS)の拠点大学交流事業として｢熱帯性感染症の新興･再興の要因とそれに

基づく防除対策｣という課題で、長崎大学が日本側、NIHEがベトナム側の拠点大学となり共同

研究を展開してきた。 平成 13 年年 6 月にはこの JSPS 拠点大学事業を支援するために、二機

関の間で学術交流協定が締結された。このような実績を踏まえて、当拠点形成プロジェクトが

開始されたが、準備には様々な問題が立ちはだかった。 

問題は 3つに大別できる。まず、当プロジェクトのような大型予算で且つ活動の大半を海外

で実施するプロジェクトを日本側も相手国も今までほとんど経験しておらず、準備のプロセス

に精通していなかった点である。そのため、事業開始までに双方とも手探りの状態で様々な準

備を行うこととなった。特に、プロジェクト活動開始に必要な PD(プロジェクト･ドキュメン

ト：注釈参照)のベトナム政府による承認を得るためには煩雑な手続きを要するため、大学は

NIHE、文部科学省、支援センターとの連携の下、在ベトナム日本大使館、在日ベトナム大使館

などの協力を得ながら、ベトナム政府関連省庁に対する働きかけに多大な時間を割いた。2点

目は、当プロジェクトは多額の資機材をベトナムに搬送･設置し、大学研究者や職員が現地に

駐在して活動する必要があるにもかかわらず、外務省が行う ODA事業や国際機関の援助事業と
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異なり、資機材にかかる関税や赴任者の所得税免除などを自動的に保証する国際協定等に庇護

されていないことである。3点目は、初年度の時間的制約である。当委託事業の文部科学省と

の正式契約が平成 17 年度 9月であったが、日本の単年度予算執行に合わせて、平成 19年度の

予算で計画されている資機材の購入、(免税での)輸出、設置などを約半年で実施しなければな

らなかった。短期間に資機材をベトナムに持ち込むにも、ベトナム政府の PD 承認、資機材へ

の免税許可が必要であるが、これらが既述のようになかなか進捗しないため、資機材の輸出、

設置も年度末ぎりぎりにまでずれ込んだ。下記に、準備期間中の活動経緯をまとめる。 

 

プロジェクト立ち上げまでの主な活動 

平成 17 年 

8 月末    事業採択通知を受け、大学側が渡越し NIHEと MOU及び PD に関して協議。 

9 月     NIHEと長崎大学間における Memorandum of Understanding(MOU)、PD 

-11月      作成のための情報収集、協議、ドラフト（英語版）作成。 

11 月中旬   MOU 締結（NIHE-長崎大学）。 

12 月上旬   NIHEよりベトナム保健省へ PD（ベトナム語）提出。 

PD は、保健省 4 部局、Ministry of Planning & Investment(計画投資省)、

Government Office(首相府)などの担当省庁において検討、コメントが返さ

れ、それを受け数回の修正を行った。（公式には最終的な PD承認後に資機材

に関する輸入許可証（免税）が財務省より発行される段取り。） 

12 月下旬   保健省国際局表敬訪問 

平成 18 年 

2 月中旬    計画投資省、保健省国際局、在ベトナム日本大使館表敬訪問 

2 月下旬    在日ベトナム大使館訪問。在ベトナム日本大使館及び在日ベトナム大使館よ

りベトナム政府へ PD早期承認依頼レター送付。 

12 月より   免税による資機材搬送、設置を目指して業者との綿密な打ち合わせ作業遂行 

2 月 23日   資機材第一便日本出港 

3 月 2日    資機材第二便日本出港（第一便、第二便合わせて予定搬入全資機材の約 60%） 

3 月 6日    第一便ハノイ到着 

3 月 10日    PD 承認を見込み、緊急措置としてベトナム政府より輸入許可証発行 

3 月 13日    第二便ハノイ到着 

3 月 16日    ベトナム政府より PD承認 

3 月 17日    プロジェクト開所式（於 NIHE） 
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<注釈＞ 

MOU (Memorandum of Understanding) 

共同研究プロジェクトを始めるにあたって長崎大学と NIHE との間で協議し合意した取り決め

事項を記した書類。長崎大学学長と NIHE所長が両機関を代表して署名を交換して締結した。 

（平成 17年 11月 14 日）（添付資料-4） 

PD (Project Document) 

長崎大学と NIHE との共同プロジェクトに関する具体的な研究実施計画書。研究活動内容、予

算、研究機器のリストを含む。原案は NIHE と協議の上大学側が英語で作成し、最終的にはベ

トナム当局が指定する様式に従って NIHE が記載(ベトナム語)し保健省と幾度かの協議、調整

を経て提出した（平成 17年 11月下旬）。保健省の関連 4部局、計画投資省(援助受け入れ機関)、

首相府などでレビューされ、ベトナム政府がこの計画がベトナムにとって有益と判断すれば研

究実施の承認をするというプロセスを経た。プロジェクトで使用するために日本からベトナム

に持ち込む資機材の免税に関する事項は PDに記載されている。最終的に NIHEが政府に提出し

た PD は大学側と合意したオリジナル原案と多尐異なる点がある。また、政府によって承認さ

れた PD(ベトナム語版)は、長崎大学の依頼により簡易的な英訳が行われたが、最終的には NIHE

に所属するとして、NIHE側は長崎大学に PDを外部に公にしないよう依頼した。 （添付資料

-5） 

 

2.2. International Vaccine Institute (IVI)との契約手続き 

本共同研究プロジェクトにおいて、有吉紅也教授を研究代表者とする｢ベトナムにおける感

染症の包括的研究基盤となる地域中核病院感染症モニタリングシステム及び地域住民コホー

トの開発｣研究班は、NIHEとの協議の結果、ベトナム中部 Nha Trangをフィールドとして選定

した。Nha-Trang 市住民を対象としたコホートを立ち上げ、Khan Hoa 県病院に、地域中核病

院ベース感染症モニタリングシステムを開発することを決めた。同地区では、IVI がかつて

NIHE との共同でコホート研究活動を実施していた経緯があり、ある程度の基盤整備ができて

いる点が選定の要因となった。同時に、このような経緯を考慮して IVIとの交渉を重ねた結果、

今後は長崎大学・NIHE・IVIの三者が共同で Nha Trangフィールド研究活動を継続、発展させ

ることで同意した。 

平成 18 年 1 月には、呼吸器感染症、下痢感染症、デング熱を対象に小児感染症実態調査及

び疾病行動調査を組み込んだ同地区の人口動態調査計画(対象住民 30 万人)が三者共同で作成

され、ベトナム保健省倫理委員会へ提出された。同計画書は平成 18 年 2 月に承認された。こ

の計画書に従い平成 18年 3月から調査が開始されている。 
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2.3. 国立医療センターとバクマイ病院の活動実施準備 

 長崎大学の再委託先である国立国際医療センターは、ハノイにあるバクマイ病院をパートナ

ー機関として共同臨床研究を実施する。国立医療センターの場合は、日本から搬送･設置する

資機材が 50 万 US ドル以下であったので、長崎と異なり PD 承認、免税の許可の手続きは簡素

であった。長崎大学のように PD を政府ハイレベルまで上げる必要がなく、バクマイ病院との

共同研究に関しては保健省、国立結核病院に関してはハノイ人民委員会のレベルの承認を得る

ことで活動実施の承認を得ることができる。そのため、MOU、PDとも早期に手続きが終了した。

ただし、国立国際医療センターは厚生労働省の規定上、現地において物品の調達ができない問

題がある。 

 

2.4. フレンドシップラボの設置 

 本共同研究における実験は P3 施設を有するラボが必要となる。文部科学省プロジェクトと

して本拠点プロジェクトの準備が開始されると時期を同じくして、JICAは NIHE内に無償援助

としてハイテクセンタービル内にラボ施設を設置し〔P-3実験室 4室、診断実験室、ワクチン

等研究室、動物実験室、バックアップ室及び関連施設〕、プロジェクト技術方式(技術協力プロ

ジェクト、以下技プロ)を通じて日本人専門家を派遣し技術指導を行う計画を進めていた。そ

のため、長崎大学のプロジェクトとの連携が検討され、JICA の援助で P3 が設置された後は、

そこで長崎大学が NIHE と共同で実験研究を行うことが決定された。しかし、本プロジェクト

が正式に開始された平成 18 年 3 月の時点では、ハイテクセンタービルは建設途中であったた

め、当初は NIHE本館内に 2部屋を NIHEから提供してもらい、仮ラボを設置した。ハイテクセ

ンタービルが完成次第、ラボは新築のビルに移す予定である。JICA とは、このように綿密な

連携を取りながら、文部科学省プロジェクトである本件と JICA の無償及び技プロ案件が有機

的関係を保ちながら協力していく方向で合意している。  

 

2.5. 資機材調達と設置 

ベトナムに搬入・設置する研究資機材の免税措置を受けるために、PD に全ての資機材の詳

細リストを添付する必要がある。当初作成された PD 及び資機材リストは数度にわたる修正を

経たため、当該機材リストと輸入書類上の記載内容を完全に一致させるよう再度作成しなおし

保健省へ再提出した。その後、平成 18年 3月 16日のプロジェクト開所式に間に合うよう機材

輸送の納期設定を行い各メーカーへ発注を行った。通関業者は、ベトナムにも支店をもつ日本

通運（株）に委託し、日本搬出からベトナム搬入まで一貫した業務依頼を行った。 

なお、学内での具体的な調達手続きについてはロジスティクス経緯表」（添付資料-6）及び、

事務管理運営 3.1.2．資機材調達(1) 調達手続きを参照のこと。 
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それ以外の輸出サイドの手続きとして通関に必要な書類は下記の通りである。 

 

日本サイド― 輸出通関必要書類 

1）原産地証明 （商工会議所発行）日本製品に限る 

2）機材説明書 （和文カタログ：メーカー作成） 

3）非該当証明書 （輸出者又はメーカーが作成・発行） 

4）輸出ライセンス（非該当でなかった場合に提出が必要であるが本プロジェクトでは不要） 

5）インボイス （送り状：商社作成）及びパッキングリスト （梱包明細書：長崎大学発行） 

 

輸出入通関に関しては、日本、ベトナム共に通関業者が必要であるので、今回は全て日本通運

（株）へ委託した。通関業者は、主に船会社手配・通関・通関書類作成・税関通関申告・通関

荷役・配送手配を請け負う。 

 

 

ベトナムサイド― 輸入通関必要書類 

1） PD機材リスト（長崎大学作成） 

2) 機材カタログ （英語版：メーカーより取り寄せ） 

3) 船荷証券 B/L(Bill of  Lading) オリジナル （日本輸出通関後、通関業者発行） 

4) インボイス および、パッキングリスト（オリジナル：商社発行） 

5)  輸入ライセンス （保健省・NIHE経由でベトナム政府財務省より取得） 

 

尚、ベトナムの輸入ライセンスを取得するためには、オリジナルの船荷証券（B/L）、インボイ

スおよびパッキングリストを提出し、ベトナム政府保健省を通じて財務省へ申請を行う。既に

承認を得ている PD 添付資料の免税可能資機材リストに照会され、財務省が輸入ラインセンス

を発行する。通常この過程には２週間程度を要する。NIHE のラボへ資機材が設置された後、

メーカーが機材の動作確認を行う。 
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車両輸送 

ベトナムでのフィールド活動に使用する公用車の輸送の手続きを平成 18 年 9 月から開始し

た。国連や外務省関連機関を対象に販売している豊田通商（株）の国連販売部でベトナム仕様

（左ハンドル）の TOYOTA ランドクルーザーを購入し、輸送の手配を行った。このため通常の

市場価格より多尐安価で購入が可能となった。免税許可を得て、車両の登録申請、搬入作業が

行われ、平成 19 年 2 月に搬入完了した。車輌登録や車両の登録先は、ベトナム政府（保健省

管理車両）となっている。車両保険に関しては、強制車両保険は NIHE が加入し、任意車両保

険については、長崎大学が単独で加入することとした。車両のナンバープレートが、政府公用

車の登録ナンバーとなっているため、政府系保険会社、BAO VIET（バオヴィエット）社と契約

した。任意車両保険の補償内容については、｢ベトナム車 Insurance Contract｣（添付資料 

-7）を参照。 

 

2.6. フレンドシップラボ開所式 

平成 18 年 3 月 17 日、NIHE においてプロジェクト事務所開所式が盛大に行われた。日本側

からは服部則夫在ベトナム特命全権日本大使、林幸秀文部科学審議官、富岡勉衆議院議員、永

井美之感染症研究ネットワーク支援センター(理研)長、菊池文夫 JICA ベトナム事務所長、ベ

トナム側からは保健大臣、計画投資省などベトナム政府主要関係各省代表者、IVI 代表者、

UNAIDSなどの国連機関代表者を迎え、齋藤学長やヒエン NIHE所長、来賓代表が世界的脅威と

なっている感染症に対する疫学的、臨床的研究の日越共同研究の時機を得たプロジェクトの意

義と重要性を讃え、今後の活動の成功を祈念した。長崎大学からは、齋藤学長以下、当時プロ

ジェクト代表者であった青木熱帯医学研究所所長、三宅事務局長（当時）、片峰理事（CICORN 本

部長）、平山教授（現所長・代表者）、高木教授、森田教授、有吉教授、中込教授、山城教授、

野内教授などプロジェクト主要メンバーを始めとする多数の関係者が列席した。スピーチに続

いて、日本大使とベトナム保健大臣による NIHE 施設内にあるフレンドシップラボ(仮ラボ)の

看板の除幕式が行われ、共同研究への第一歩が印された。その後、現地駐在研究者代表として

山城教授が、日本から搬送され設置されたばかりの最新の研究資機材が設置されたラボの説明

を行った。 

 開所式で配布したプロジェクト資料に関しては、添付資料-8を参照。 

 

3  事務管理運営 

3.1. 国内(長崎大学) 

3.1.1. 総務 （人事関係） 

(1) 教職員の採用 

 教職員の採用については、広く公募等によって、大学及び民間等において優れた研究実績や

実務経験のある優秀な人材を登用し、多様な教職員集団を作り上げることが、研究・教育・運 
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営等の活性化の原動力になるとの基本的な考え方に立つ。また、教職員の流動性及び多様性の

確保にも繋がる。ベトナムプロジェクトにおける教員の採用について、具体的には公募等によ

り応募等があった中から教員候補者を絞り、熱帯医学研究所教授会（「長崎大学国際連携研究

戦略本部規則」（添付資料-9）第 4 条第 3 号において関係する教授会において選考することと

している）において、「長崎大学教員選考規則」(添付資料-10）に基づき資格審査を行い選考

し、「長崎大学有期雇用職員就業規則」(添付資料-11）に基づき有期雇用職員として採用する。

また、職員の採用については、具体的には公募等により応募等があった中から候補者を絞り、

面接等によりその人格や適正審査を行い選考し、同じく有期雇用職員として採用する。 

採用予定者決定後の採用手続きについては、必要書類（履歴書、在職証明書、卒業・修了証

書写または証明書、資格・免許証写、外国人登録証明書写、健康診断書等）を人事企画課へ提

出し、人事異動通知書及び労働条件通知書の作成を依頼する。 

 

(2) 給与決定及び体系 

 教職員の採用時における給与の決定については、「長崎大学職員給与規程」(添付資料-12）

及び「長崎大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則」(添付資料-13）に基づく教職員の

経歴（経験年数）により、例えば教員の場合、教育及び研究に従事した期間については 100％

の経験年数として換算、教育及び研究以外の期間については８０％の経験年数として換算する

などにより積み上げ号数を算出する。その積み上げ号俸を、学歴等をもとに決められた教育職

（一）の俸給表の基準号俸に積み上げることにより、号俸（給与月額）を決定する。これは、

一般的な教職員の採用方法によっている。また、給与体系も一般の職員同様「長崎大学職員給

与規程」に定められた、各俸給表の体系を適用している。 

有期雇用職員には、任期満了退職後に退職手当が支給されないこと、及び退職後に国や国立

大学法人に勤務した場合でも、退職手当上の勤務年数として通算されないなどの問題点がある。 

また、プロジェクトの推進や運営にとって有用な人材を確保するためには、対象者の経験年

数から給与を決定するのではなく、業績や人物等の評価に対して給与を決定できる年俸制の導

入が必要である。本学では、本プロジェクト開始時には年俸制は導入できておらず、一般的な

給与の決定方法以外では、一例のみ国家公務員の「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例

に関する法律」(添付資料-14）を準用し、年俸制に近い形で給与決定を行っている。 

本格的な年俸制の導入については、現在、人事企画課に要望を行っているところである。（平

成１９年１１月導入予定。） 
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（3）赴任制度 

 本学の教育研究プロジェクト等の推進を目的として、国内外に拠点を設置するため「長崎大

学教育研究プロジェクト拠点規則」(添付資料-26）が、平成 17 年 12 月 22 日に制定され、ベ

トナムプロジェクトの拠点として、ハノイにベトナムプロジェクト拠点が設置（後にニャチャ

ン分室設置）された。この時点では、まだ赴任制度は整備されていなかったため、職員がベト

ナムにおける研究業務や現地での調整業務等を行うためには、出張により現地に赴いていたが、

長期に及ぶ生活面(特に住居、家族帯同、安全管理面等)を改善するため、平成１８年３月２８

日「長崎大学の外国に設置する教育研究プロジェクト拠点に勤務する職員の給与に関する規

程」(添付資料-27）を制定し、海外拠点に勤務(赴任)する職員に対しては、在勤手当（在勤基

本手当、在外住居手当、配偶者手当等）を支給することとなった。具体的には、国際連携戦略

本部長が職員に対して海外拠点勤務命令を行うとともに、学長（人事企画課）に報告を行う。

職員は海外拠点着任後、必要書類（パスポートの写、住居契約書の写、家賃領収書等）を提出

し、国内事務担当者が人事企画課に住居届及び住居契約書の和訳等とともに提出することによ

り、在勤手当が支給される。 

また、赴任に際しては帯同家族分も含めて、「長崎大学旅費規程」(添付資料-28）及び「長

崎大学旅費細則」(添付資料-29）により赴任旅費が支給されるため、必要書類（パスポートの

写、航空賃領収書、住民票等）を国内事務担当者に提出し手続きを行う。 

 赴任制度を導入したことに伴い、新たに職員の勤務管理及び健康管理等の面から問題が生じ

たため、「長崎大学の外国に設置する教育研究プロジェクト拠点に勤務する職員の就業の特例

に関する規則」(添付資料-30）を制定した。規則の主な内容は、下記の２項目である。 

 

１）休日、休暇等について 

 海外拠点勤務職員の休日及び休暇については、現在「長崎大学職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する規程」(添付資料-31）の定めに従い、日本国内の祝日及び休日等により管理を行っ

ているが、赴任国では現地協力者やスタッフとの協力体制が必要なため、休日及び休暇等につ

いては、赴任国の制度に合せた。 

 

 

2）休暇一次帰国制度、健康管理休暇制度、忌引帰国制度等について 

本学の海外拠点は発展途上国に設置されており、赴任を命じられた拠点勤務職員及び職員の

帯同家族は、数年間を赴任国で過ごすことになり、この間、安全面及び健康面等において、職

員等には相当の精神的、肉体的負担をもたらすものと考えられることから、１年に１度程度帯

同家族も含めて日本に帰国し、精神的、肉体的にもリフレッシュできる制度等を導入した。 
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(4) 出張手続き 

国内出張及び外国出張については、「長崎大学旅費規程」(添付資料-28）により出張旅費（運

賃、日当、宿泊費等）が支給される。実際の手続きは、必要書類（旅行日程表、航空運賃領収

書等）を国内事務担当者に提出し、経理課において計算処理及び支給を行う。 

 

(5) 保険、労災 

本学の拠点は発展途上国に設置されていることが多いことから、交通事故、暴動、テロ等の

不慮の事故や事件に遭遇する可能性があり、また、私傷病による診療費には共済健康保険の適

用が難しいなど、日常の生活においても、日本とは異なる環境下におかれている状況である。

職員が、海外拠点に赴任している期間については、公務上の災害については労働者災害補償保

険が適用になるが、公務外の保障の手立てがなかった。そのため、「長崎大学教育研究プロジ

ェクト拠点規則により国外に設置するプロジェクト拠点における勤務を命じられた職員及び

同伴家族の海外旅行傷害保険」への加入の取扱いについて」(添付資料-32）を国際連携研究戦

略本部長名で定め、海外拠点勤務を命じる本学の責務として、職員に最低限の保障と安心感を

与えるため、海外旅行傷害保険への加入保険料を本学が負担することとした。なお、保障内容

は職員死亡時 3千万円、帯同家族死亡時一人 2 千万円等である。 

出張による海外拠点での勤務については、比較的期間が短いことや他部局等との均衡から、

本学が海外旅行傷害保険の加入保険料を負担せず、自己責任において加入を勧めている。なお、

出張者においても公務上の災害においては、当然労働者災害補償保険が適用される。 

 

(6) 危機管理 

 本学における、教育、研究、医療、社会貢献等の活動において、円滑な大学運営に支障を来

たすことが想定される大規模な災害、各種の事故・事件など様々な危機事象に対し、総合的、

体系的に適切に対処するため、「長崎大学における危機管理体制に関する要項」(添付資料-33）

が平成 17 年 11 月 25 日に制定された。この要項を受けて、国際連携研究戦略本部も「国際連

携研究戦略本部危機管理体制（緊急連絡体制）」を作成し、緊急事態発生現場から本部長、本

部長から危機管理担当理事への情報伝達及び現場での対応等を早急に行うなどの体制を整え

た。また、交通事故、暴動、テロ等以外にも文化、法令、宗教、価値観の違いなどから職員が

危険に晒される確率は、国内におけるそれの比ではないため、長崎大学職員の海外出張・赴任 

に伴う危機管理対応マニュアル(添付資料-34）を作成し、出張・赴任前に職員へ配布し、的確

な情報の入手や予測し得る危機を可能な限り回避できる手段にした。 
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3.1.2．財務 

 

(1) 予算の配分と管理 

 毎年度のプロジェクト予算額は、感染症研究推進委員会による前年度の事業評価結果等に 

基づき、文部科学省が委託予算額を決定し、長崎大学と文部科学省との委託業務契約により確

定する。 

各研究グループへの予算配分額は、直接経費の中から人件費、設備備品費を控除し、研究計

画に基づき、各研究代表者の合意によって拠点責任者が決定する。各配分額は、財務会計シス

テム上、研究グループごとに登録され、各研究グループや事務担当者が予算管理しやすいよう 

設定されている。  

 なお、直接経費の 30%に相当する間接経費については、学内規定により戦略本部へその 

50%分の配分を受け、ベトナムプロジェクトの管理運営費の財源となっている。 

 

(2) 物品の購入 

長崎大学での物品の購入は、Web 上の物品等請求・出張旅費システムにより行われている。

学内では、一般的に教室等で Web上から購入したい物品の品名、規格、数量、納品場所などを

入力し、購入依頼を行う。戦略本部では Web上での入力を請求者が行わず、戦略本部財務班で

行っている。ベトナムプロジェクトでは、各研究班に予算が配分されているため、請求者が物

品の購入を依頼する場合、各研究班の研究代表者の承認を得て、物品請求申請を財務班へ行う。

戦略本部財務班では申請に基づき Web 上の入力と財務会計システムでの入力を行い、その後、

財務部調達課で契約が行われ、物品が納品される。各研究班は Web上での物品請求等の入力は

行わないが、Web上権限設定されており、班の執行状況を把握する。 

物品の購入に関しては、添付資料「物品請求申請」（添付資料-35）及び「物品購入マニュア

ル」（添付資料-36）を参照のこと。 

＊原則として、緊急時以外は教官の物品等の発注は認められていない。ただし、やむを得ず 

発注した場合は、すみやかに「物品請求申請」を財務班に送付する。  

    

(3) 旅費・謝金の支給 

旅費の支給は、Web上の物品等請求・出張旅費システムにより行われるが、物品の購入手 

続き同様、システム入力は財務班で行っている。ベトナムプロジェクトでは、出張者は研究 

代表者の承認を得て出張旅費申請を財務班へ行う。財務班でのシステム入力の後、財務部経 

理課で旅費計算及び出張者への旅費の支給手続きが行われる。 

謝金の支給は、講演など謝金の支給根拠となる実施計画について、研究代表者の承認を得て 

財務班へ依頼するものとする。財務班では依頼に基づき起案を行い、実施確認後、財務部経理

課で支給手続きが行われる。旅費の支給に関しては、添付資料「出張旅費申請」（添付資料-37）

及び「旅費支給マニュアル」(添付資料-38)を参照のこと。 
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(4) ベトナムへの送金 

ベトナムへの送金は、四半期ごとに第１四半期分（4～6月支出予定分）を 4月、第 2 

四半期分（7～9 月支出予定分）を 6 月、第 3 四半期分（10～12 月支出予定分）を 9 月、第 4

四半期分（1～3月支出予定分）を 12月に行う。各研究班等へ予算配分されているため、財務

班から各研究代表者等へ送金額について照会を行い（使用内訳の提出依頼）、送金額を確定す

る。確定後、ベトナムプロジェクトの研究代表者から学長宛て仮払い請求を行い、財務部経理

課において三菱東京ＵＦＪ銀行ハノイ支店の常駐の拠点責任者が管理する口座へ送金手続き

を行う。常駐の拠点責任者は資金の交付を受け、現地での会計業務を行う。仮払い請求に関す

る様式は添付資料「資金の仮払請求書」(添付資料-39)を参照のこと。 

 

(5) 研究協力機関への送金 

長崎大学と協力機関間の送金(ベトナム現地からの送金を含む)については以下のとおり。 

・ 国立国際医療センター：平成１７年度、2 月・3 月にかけて、委託費として 2 回送金。平

成１８年度からは、文部科学省と直接契約するので、当大学からの送金はない。 

・ NIHEに対しては、ラボの賃貸借契約を行い、年間約 1600万円送金。現地の長崎大学の口

座から、当初は保健省の口座を通じて NIHE側に送金していたが、現在は、NIHEのプロジェ

クト専用口座に直接送金している。他にもニャチャンでのプロジェクトに関する役務契約を

NIHEと結び送金することがある。 

・ IVIに対しては、コンサルタント契約を行い、平成１７年度から平成１8年度にかけて 

72,214ドルを送金した実績がある。 

 

 

3.2. 海外拠点（ベトナム） 

3.2.1 総務 

(1) スタッフの雇用 （事務補助スタッフ） 

スタッフとしてベトナム人を長崎大学の職員として雇用することは、雇用手続きが煩雑な上

に人事管理や、健康管理など多大な業務を背負いこむ事になる。そのため、現在、長崎大学が

必要な現地スタッフについては、雇用契約を結ばない代わりに、労働の対価として謝金を支払

っている。また現地スタッフが社会保険や健康保険に加入して受益者の権利を得るために相手

機関（NIHE）に依頼して現地スタッフとの間で臨時雇用契約を結んでもらっている。 

ただし、賃金は相手機関の承諾を受けた上で社会保険と健康保険料を含んだ金額を謝金として

長崎大学から直接現地スタッフへ支払っている。 
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(2) 危機管理 

 ベトナムプロジェクト拠点における危機管理についても、「長崎大学における危機管理体制

に関する要項」、「国際連携研究戦略本部危機管理体制（緊急連絡体制）」、「長崎大学職員の海

外出張・赴任に伴う危機管理対応マニュアル」に基づき管理を行うことが基本となるが、危機

発生時におけるベトナム国内での協力体制（NIHE の共同研究者及び関係者の協力等を得て、

現場において適切な初期対応及び問題解決のできる体制）を構築中である。 

 

(3) 現地国内出張手続き 

 ベトナム拠点赴任者の勤務地である、ハノイ又はニャチャンからベトナム国内の他の地域又

はベトナム国外への出張については、「長崎大学旅費規程」により出張旅費（運賃、日当、宿

泊費）が支給される。実際の手続きは、日本国内の出張手続き同様、必要書類（旅行日程表、

航空賃領収書等）を国内事務担当者に提出し、経理課において計算処理を行い、計算結果をも

とにベトナムの長崎大学の口座より支給する。 

 

3.2.2 財務 

 

(1) 現地会計業務 

 ベトナム現地における会計業務は、長崎大学会計実施規定第２条において契約と出納事務を

常駐の拠点責任者に委任することにより行われる。責任体制としては、経理責任者、資産使用

責任者を拠点責任者とし、資金管理責任者を現地コーディネーターとする体制を取っている。 

 現地会計業務に関しては、添付資料「海外拠点会計事務概要」(添付資料-40)及び「海外拠

点での経費執行マニュアル（仮払金）」(添付資料-41)を参照。 

 

 

（2）長崎大学戦略本部事務への報告 

 ベトナム現地会計業務の報告は、年度終了後に執行結果を学長宛てに行わなければならない。

報告書には、出納簿、領収書等証拠書類を添付することになるが、四半期毎に現地コーディネ

ーターが本学へ出張し、財務班に執行状況の報告及び証拠書類の提出を行うようにしている。 
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3.3. 委託業務契約 

3.3.1. 文部科学省との委託業務の流れ 

 

(1) 公募から申請、採択、契約までの経緯 

 ベトナムプロジェクトは、平成 17年 5月 20 日から平成 17年 6月 20日の期間で文部科学省

研究振興局ライフサイエンス課により公募が実施された「社会のニーズを踏まえたライフサイ

エンス分野の研究開発－新興・再興感染症研究拠点形成プログラム－」に採択されたことによ

り、文部科学省の委託業務として行われている。公募対象として複数機関の組み合わせが 

可能であることから、長崎大学は国立国際医療センターと組み、責任機関として申請を行った。

本プログラムには 10 機関より公募があり、感染症研究推進準備委員会において審査が行われ

（平成 17年 7月 4日にはヒアリング審査が実施された）、審査の結果、平成 17年 7月 26日に

東京大学、大阪大学、北海道大学とともに採択された。採択後、提案した計画内容について、

計画全体に係る経費の見直しを行い、契約事務手続きを行った。本プログラムは５年間の事業

であるが、契約は単年度契約であり、平成 17年度の契約事務手続きに際し、委託業務仕様書、

業務計画書、経費予定明細書等の書類を提出し、平成 17年 9月 30日付けで契約締結した。こ

の委託契約は、責任機関である長崎大学と文部科学省との契約であるが、国立国際医療センタ

ーは再委託契約となるため、同日付けで国立国際医療センターと契約締結した。平成 18 年度

からは、文部科学省研究振興局の委託事業の契約方式が変更となり、再委託契約が廃止となっ

たため、国立国際医療センターは、直接文部科学省と契約締結を行うことになった。また、課

題ごとに契約していた文部科学省委託業務を機関としてまとめて契約する「束ね契約」も導入

されることになった。公募に関する資料は「新興・再興感染症研究拠点形成プログラムに関す

る募集について」（添付資料-42）、平成 17 年度の契約事務手続きに関する資料は「平成 17 年

度委託業務事務処理要領」（添付資料-43）及び「契約事務手続提出書類（様式）」(添付資料-44)、

平成 18 年度からの契約方式の変更については「委託契約に係る研究管理・執行管理等の変更

について」(添付資料-45)、「業務計画書の確認等」(添付資料-46)及び「委託契約業務の概要」

(添付資料-47)のこと。 

 

(2) 業務期間終了後の報告 

契約期間終了後、委託契約書に基づき、国立国際医療センターからの報告書類をとりまとめ、

委託業務完了報告書を翌会計年度 4 月 10 日までに、成果報告書及び経理報告書を翌会計年度

5 月 30日までに文部科学省研究振興局長宛てに提出しなければならない。  

 

(3) 委託費の額の確定調査 

業務完了後、委託業務が契約の内容及び附した条件に適合するものであるかどうかを調査す

る委託費の額の確定調査が文部科学省により行われる。この調査により当該年度の委託費の額

が確定される。 
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委託費の額の確定に係わる現地調査の実施状況は以下の通りである。 

1）平成 17年度委託費 

 平成 18年 9月 21日 熱帯医学研究所、平成 19年 2月 5日 ベトナムプロジェクト拠点 

2) 平成 18年度委託費 

 平成 19年 7月 30日、31日事務局、熱帯医学研究所（30日のみ）  

 

3.3.2. 国立国際医療センターとの委託業務契約 

(1) 契約 

国立国際医療センターとの委託業務契約は、前述したように平成 17 年度は長崎大学と、平

成 18年度からは文部科学省との間で行われている。平成 17年度の契約手続きについて、再委

託契約は長崎大学と文部科学省との委託契約の中に含まれるため、国立国際医療センターから

の提出書類のとりまとめや文部科学省との連絡調整など長崎大学が行ってきた。平成 18 年度

からは、契約方式の変更により国立国際医療センターは文部科学省と契約を行うが、業務計画

の作成にあたっては、国立国際医療センターと調整しなければならない。 

 

(2) 業務完了後の報告 

平成 17 年度は、指定する期日までに国立国際医療センターより委託業務完了報告書、成果

報告書、経理報告書の提出を受けた。平成 18 年度からは、国立国際医療センターは直接文部

科学省へ報告書類を提出しなければならないが、成果報告書については業務計画同様、長崎大

学と調整しなければならない。 

    

(3) 委託費の額の確定調査 

平成 17 年度の委託費の額の確定調査は、長崎大学が国立国際医療センターと委託契約を行

っていたため、国立国際医療センターへ国際連携研究戦略本部から調査員 3名を派遣し、平成

18 年 8 月 24日、25日の日程で行った。業務、経理の両面から調査を行い、調査の結果、委託 

費の額を確定させ、平成 18 年 9 月 1 日付けで国立国際医療センター総長宛てに委託費の額の

確定通知を行った。平成 18 年度以降の調査については、国立国際医療センターと委託契約を

行わないため、長崎大学として実施しない。  

 

４．プロジェクト活動実施運営 

（１） 研究組織体制  

表 3は、本プロジェクトに関わる長崎大学の研究グループリーダーとそれに対応する NIHEの 

カウンターパートを表している。 
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表 3： プロジェクト研究体制 

 

長崎大学 NIHE 

拠点代表者 平山謙二 ベトナム側の最高責任者、所長 

Prof Nguyen Tran Hien 

拠点代表補佐、国内拠点責

任者および研究代表者 

平山謙二 教授－宿主・病原体ｹﾞﾉﾑ

の 

解析/ ﾋﾄを対象とした新興再興感染

症/ 

横断型共同研究グループ 

ベトナム側のアドバイザー、前所長 

Prof Hoang Thuy Long 

（Former Director/Consultant） 

海外拠点責任者及びグルー

プリーダー 

森田公一 教授―動物由来新興再興 

感染症研究グループ 

 

グループリーダー 高木正洋 教授―昆虫媒介性感染症 

研究グループ 

カウンターパート代表者 

Prof Nguyen Thuy Hoa 

（Head, Dept of Epidemiology） 

グループリーダー 中込 治 教授―熱帯における腸管

感染症研究グループ（経口感染症研

究） 

カウンターパート代表者  

Prof Nguyen Binh Minh 

 （Head, Dept of Bacteriology） 

グループリーダー 有吉紅也 教授―地域中核病院感染

症 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ及び地域住民ｺｰﾎｰﾄによ

る研究（ヒトヒト感染症研究） 

プロジェクトコーディネーター・ 

カウンターパート 

Dr Dang Duc Anh 

（Deputy Director/Project Coordinator） 

ﾍﾞﾄﾅﾑ拠点赴任者 

NIHE-NU 共同ラボ（NNFL）

責任者 

山城 哲 教授―森田/中込教授グル

ープ 

 

森田・山城研究グループ・カウンターパー

ト代表者 

Dr Le Quynh Mai （Head, Dept of Virology） 

ベトナム拠点赴任者 長谷部 太 教授 ―森田/高木教授

グループ 

 

ベトナム拠点赴任者 野内英樹 教授―有吉教授グループ ニャチャン フィールドサイト 研究アシ

スタント Trinh Thi Van Giang 

ベトナム拠点赴任者 鈴木 基 助教―有吉教授グループ  

ベトナム拠点赴任者 比嘉 由紀子 助教― 

高木教授グループ 

 

ベトナム拠点コーディネー

ター 

古矢 佳男 ベトナム拠点アシスタント Vu Thanh Tu 

国立国際医療センター  NIHE 
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研究代表者 岡 慎一 教授－エイズ治療研究開

発 

センター長 

NIITD 代表者 Dr Nguyen Duc Hien 

 

 

研究代表者 慶長 直人 教授－研究所呼吸器疾

患研究部長 

カウンターパート バクマイ病院 

Dr Tran Quy 

NIITD   Dr Nguyen Duc Hien 

National Hospital of Pediatrics 

Dr Nguyen Than Liem 

研究代表者 工藤宏一郎 教授－国際疾病センタ

ー長 

カウンターパート 

National Hospital of Tuberculosis and 

Respiratory Diseases 

Dr Ding Ngoc Sy Hanoi Tuberculosis and 

Lung Diseases Hospital  Dr Luu Thi Lien 

（出典： 国際連携研究戦略本部作成） 

 

関連機関との研究体制については、添付資料「ベトナム組織図 2007-長崎大学新興・再興感染

症臨床疫学研究拠点」（添付資料-2-3,2-4）を参照。 

 

(2) 研究計画  

1) ヒトを対象とした新興再興感染症の治療・予防介入研究 

プリオン病（ヤコブ病）、慢性壊死性肺アスペルギルス症、C型肝炎の３感染症を取り上げ、

国内拠点病院（長崎大学附属病院、国立長崎医療センター）における臨床研究を行う。こ

の研究により、これら疾患に対する新規治療薬の実用化および国内外で広く適用できる治

療法基準の策定に資する。また、種々の新興感染症に迅速に対応する治療薬の生物学的ス

クリーニングパネルの構築を通して、薬剤探索・開発の研究を行う。さらに、西ナイル熱、

デング熱、マラリア予防のため、国内外のヒト集団に投与可能な、組換え体ウイルスワク

チン、簡易接種型粘膜投与ワクチンとHLA結合性ペプチド予想プログラムを活用した抗原特

異的ペプチドワクチンの研究を行う。 

 

2）新興・再興感染症宿主・病原体ゲノムの解析 

長崎大学熱帯医学研究所（国内拠点）に感染症宿主病原体ベクターゲノム解析センターを

設置して、ベトナム拠点を中心にマラリア、デング熱、鳥インフルエンザ、ロタウイルス

感染症、結核などのゲノム解析を行う。また、それによって得られたゲノム情報や臨床疫

学情報、あるいはサンプルや培養株を適切なデータベースを作成して管理する。情報およ

びサンプル管理に関しては感染症研究ネットワーク支援センターと連携し、国内の感染症

研究拠点４大学での情報やサンプルの共同利用を推進する。 
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3) 動物由来新興・再興感染症の調査と流行予測に関する研究 

ベトナムを中心とする東南アジアに生息する病原体のうち、動物に由来してヒトに感染し 

社会に健康被害を発生させる可能性のある病原体の調査研究をベトナムに設置する海外研

究拠点を利用して実施する。具体的には1）鳥インフルエンザウイルス、2）ハンタウイル

ス（腎症候性出血熱ウイルス）、3）ニパウイルス、4）狂犬病ウイルス、5）サルヘルペス

Bウイルスの5つの新興・再興感染症ウイルスに焦点を絞り、それぞれのウイルスのベトナ

ムにおける人や動物での流行状況を把握し、ウイルスを患者や感染動物から分離してその

遺伝子レベルでの変異や病原性の差異を解析する。加えて診断・予防法の研究とその評価

を実施することにより疾病の流行予測を行い、効果的な対処方法の提言・提供に資する。 

 

4) 蚊媒介性感染症の研究 

新興・再興感染症に関し、ベトナムにおける蚊と病原体の変容実態を検出し、検出した変

容生物（ウイルスを含む）の系統分類上ないしは進化上の位置付けを行う。これらを通じ

て科学的な予測に立脚した対策技術の整備に資する。 

 

5）熱帯における腸管感染症の実態把握 

経口伝播による腸管感染症について、入院治療を必要とする重症下痢症が包括的に把握で

きる地域の中核となる小児病院に臨床情報と検体を効率的に収集できるシステムを構築し、

重症下痢症とくにロタウイルス、ノロウイルスおよびサポウイルス下痢症がどのように地

域の中で発生しているか、またその発生動向とウイルス株の動態（種間伝播を含む）とを

分子疫学的手法を駆使することにより明らかにする。さらに、細菌性下痢症や原虫による

疾患について検体収集と解析も行うことにより、病原体を広くカバーした上で、主要な病

原体の病因的役割を明らかにする。 

 

6) ベトナムにおける感染症の包括的研究基盤となる地域中核病院感染症モニタリングシ

ステムおよび地域住民コホートによる研究 

感染症の包括的研究が可能となる感染症モニタリングシステムおよび地域住民コホートを 

構築して、研究を行う。具体的には、地域住民が掌握できるフィールドサイトを選定し、 

同地域の呼吸器感染症、下痢症、デング熱などの全身感染症を対象とした患者の臨床情報 

と検体を収集保存する感染症モニタリングシステムを構築して、研究を行う。さらに、宿 

主遺伝子多型解析への応用が可能となる地域住民ベースコホート研究として数千人規模の 

バースコホートを立ち上げて、研究を行う。 
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7) 臨床疫学拠点活動 

臨床疫学拠点活動として、感染症研究実施会議への出席、新興再興感染症臨床疫学拠点運 

営委員会及び研究情報交換会を行う。 

 

8） 横断型共同研究の推進 

デング出血熱の重症化に関与する宿主遺伝要因の体系的検索 

現在デングウイルスによる致死的な重症感染症の発症予測・予防的治療については、感染 

因子の病原性などの要因に加えて、宿主の遺伝的要因の存在が想定されるにもかかわらず 

有効なものがない。ヒトゲノム研究から個別化医療実現にいたるノウハウを感染症研究に 

適用することで感染症の重症化を事前に予測し、高リスク群について重点的に治療を施す 

などの方策を開発できるものと期待する。 

 

(3) 活動のモニタリング、評価、監査 

大学およびパートナー機関内体制 

1) ベトナム Steering Committee Meeting 

関係者が 2 ヶ月に一度集まってプロジェクト運営会議（Steering Committee Meeting)を実

施し、NIHE、長崎大学側の代表者が研究、支援業務の進捗状況を報告し情報交換を行い、現在

直面している問題を解決するための協議を行っている。Steering Commitee メンバ－に関して

は、添付資料-48を参照。 

 

2) 研究代表者会議 

ベトナムで開催された Steering Committee Meeting が開催された後に、参加者が国内の研究

代表者へ現地の近況報告を行ったり、直面している問題解決に対して協議している。 

 

3) 新興・再興感染症臨床疫学拠点運営委員会 

臨床疫学拠点活動として、感染症研究実施会議への出席、拠点代表者、研究代表者、国立衛生 

疫学研究所長、バクマイ病院長からなる新興・再興感染症臨床疫学拠点運営委員会、及び研究 

者合同の研究情報交換会を開催している。 

 

外部機関による評価体制 

1）平成 18年度事業評価 

「新興・再興感染症拠点形成プログラム」感染症研究推進委員会により平成 18 年度事業評

価が実施された。事業評価の資料として、『「新興・再興感染症拠点形成プログラム」実施研究

課題に関する進捗状況』）（添付資料-49）と、『「新興・再興感染症拠点形成プログラム」研究

拠点形成等の進捗状況』（添付資料-50）を大学が作成し、それぞれ平成 19 年 1 月と同年 2 月
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に提出した。資料提出とともに、平成 19年 3月 19日、第 4回感染症研究推進委員会の中で研

究代表者による説明ヒアリングも行われた（添付資料-51）。主な、説明事項は、1）研究成果

及び拠点形成の状況、2）19 年度必要額（人件費等項目毎の最小見積額）、3）その他問題点、

などであった。これら提出資料とヒアリングに基づき、研究拠点の形成や人材育成等の進捗状

況を把握・評価が行われ、結果は、文部科学省による平成 19 年度本事業の予算配分の参考と

された。平成 19年 3 月 23 日に、文部科学省研究振興局から本学の拠点代表者宛に平成 18年

度事業評価結果（添付資料-52-1）及び平成 19 年度業務委託予定額（添付資料-52-2）の通知

があった。この評価を踏まえ、大学側は評価が低かった課題に関して、研究課題の実施計画及

び研究拠点形成計画の見直しを行った（添付資料-53）。 

 

2）中間評価 

「新興・再興感染症拠点形成プログラム」感染症研究推進委員会が中間評価の実施主体であ

る。ヒアリングが平成 19 年 6 月 28日に実施され、各拠点代表者が平成 18 年度事業評価の結

果を踏まえた、①拠点活動計画、②研究実施計画（特に見直しを行った課題等）、③人材育成

への取り組みについて説明を行った（添付資料-54）。この他、平成 18年度事業評価用に作成、

提出された上記資料（添付資料-49、50）及び研究成果一覧「新興・再興感染症拠点形成プロ

グラム研究成果一覧（論文・学会発表）」（添付資料-55）が提出された。 

上記委員会評価結果に基づくプログラム全体の中間評価案（文部科学省による自己評価案）

が 7 月 26 日開催のライフサイエンス委員会（文部科学省科学技術・学術審議会研究計画・評

価分科会下の委員会）に報告された。その後、8 月 21 日開催ライフサイエンス委員会で中間

評価案が了承され、文部科学省による「新興・再興感染症拠点形成プログラム」全体の「中間 

評価自己評価結果」がまとめられた。（添付資料-56参照）http://www.lifescience.mext. 

go.jp/download/40th/40-1-1.pdf)。なお各拠点の詳細評価結果は、9 月上旬に文部科学省研

究振興局から各拠点へ通達された（添付資料-57）。文部科学省はこの評価結果を踏まえて平成

20 年度以降の概算要求及び今後の経費配分を行うことになる。 

 

3) 会計監査 

①額の確定調査 

各年度の契約期間終了後、文部科学省と科学技術振興機構が実施する委託費の額の確定調査

がある。この調査は、研究の進捗状況、成果の面からも行われる。監査に関して事前に用意す

る報告書は特にない。監査は、その都度保管資料（帳簿、成果報告書、経理報告書）を閲覧す

る。 

②会計監査 

会計監査は、会計検査院による実地検査（年１回程度）、本学監査室による内部監査（年１回 

程度）がある。これらはベトナムプロジェクトに限ったものでなく、大学全体の会計監査の一 

部である。 

http://www.lifescience.mext/
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（4） 研究進捗状況  

国内 

国内外の予期せぬ感染症発生に対して、全日本で編成される調査チームに参加する一方、感

染症研究を推進する上で問題となる倫理面の教育研究体制の整備も行った。国内で本研究に従

事するために今年新たに着任した研究者は、特任教授 1 名、特任助教授 1 名、特任講師 1 名、

特任助手 2名である。今年実施されてきた主な研究課題・活動とその研究代表者は下記の通り

である。 

 

1) 新興再興感染症の治療・予防介入研究とその基盤構築： 片峰茂教授(長崎大学大学院医

歯薬学総合研究科）と 8名の研究分担者によって、診断法、治療薬、ワクチンの開発研究

と、それらの臨床・予防介入研究の実施、そのための基盤の構築（倫理教育研究体制も含

む）が行なわれている。 

2) 宿主・病原体・ベクターゲノム情報解析： 平山謙二教授（長崎大学熱帯医学研究所）と

4 名の研究分担者によって、住民の感染症の感受性に関わる遺伝子多型の解析と情報収集

が行なわれる一方、病原体の保存、管理等も行なわれている。 

 

ベトナム 

研究活動とマネージメントの両面においてスムーズに活動を展開していけるようベトナム

側の責任者を、NIHE 所長の Dr Nguyen Hienとし、日本側の責任者を森田公一教授（長崎大学

熱帯医学研究所）とした。日本からは長期滞在研究者（特任教授 3名、特任助手 2名と調整員

1 名）を常駐させ、若手研究者（助教、ポスドクなど）を定期的に派遣し、ベトナムの共同研

究者と長期的・継続的研究課題を追求している。また、関係者が月に一度集まってプロジェク

ト運営会議（Steering Committee Meeting)を実施し、ここでは、NIHE、長崎大学側の代表

者が研究、支援業務の進捗状況を報告し情報交換を行っている。 

18 年度海外拠点で着手されてきた研究課題・活動とその研究代表者は下記の通りである。 

 

3) 動物由来新興再興感染症研究： 森田公一教授（長崎大学熱帯医学研究所）と 6名の    

研究分担者は、ベトナム側の代表者 NIHEの Dr Mai Ouynh Le (Director, Dept of Virology) 

と共同で鳥インフルエンザウイルス、ハンタウイルス、ニパウイルス、狂犬病ウイルス、

ヘルペス Bウイルスなど動物由来感染症の調査と流行予測に関する研究を行った。鳥イン

フルエンザに中和活性を示すヒト単クローン抗体の作成、自然界における鳥インフルエン

ザウイルス調査などが開始されている。 

4) 昆虫媒介性感染症研究： 高木正洋教授（長崎大学熱帯医学研究所）と 6名の研究分担者 

により、ベトナム側の代表者 NIHE の Dr Nguyen Thuy Hoa (Director, Dept of 

Epidemiology) と共同で、生態学に基づいた媒介蚊防除研究の他、デング熱、日本脳炎、

マラリアの病原体及び宿主応答についての生物学的研究が実施された。デング熱媒介蚊の 
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調査はベトナム北部、中部、南部三ケ所で開始されている。 

5) 経口感染症研究： 中込治（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）と 3名の研究分担者に

より、ベトナム側の代表者 NIHEの Dr Nguyen Binh Minh (Director, Dept of Bacteriology)

と共同で腸管感染症、特にウイルス性下痢症の実体把握と感染制御戦略を目指した分子疫

学的研究が行われている。ハイフォン地区での調査が開始されている。 

6) ヒト－ヒト感染症研究： 有吉紅也教授（長崎大学熱帯医学研究所）と 6名の研究分担者

が、ベトナム側の代表者 NIHEの Dr Dang Duc Anh (Deputy Director)と共同で、ベトナム

中部 Nha Trang地区において小児重症感染症の包括的研究基盤となる地域中核病院で感染

症モニタリングシステムおよび地域住民コホート開発を行なっている。呼吸器感染症、下

痢、デング熱を対象にした小児感染症実態調査および疾病行動調査を組み込んだ調査計画

が保健省の承認を受け、開始されている。 

7) 新興呼吸器感染症研究： 工藤宏一郎教授（国立国際医療センター国際疾病センター長）

と 6 名の研究分担者は、ベトナム側の代表者 Bach Mai 病院の Dr Tran Quy (Director)と

Dr Do Doan Loi (Vice Director)、National Institute for Infectious and Tropical 

Diseases (NIITD) の Dr Nguyen Duc Hien (Director)及び National Hospital of Pediatrics

の Dr Nguyen Than Liem (Director)と共同で鳥インフルエンザ等新興呼吸器感染症の早期

診断早期治療法の研究を行なっている。 

8) 結核研究： 慶長直人教授（国立国際医療センター研究所呼吸器疾患研究部長）と５名の

研究分担者は、ベトナム側の代表者 National Hospital of Tuberculosis and Respiratory 

Diseases の Dr Dinh Ngoc Sy (Director) 及び Hanoi Tuberculosis and Lung Diseases 

Hospital の Dr Luu Thi Lien (Director)と共同でベトナムにおける結核症の包括的研究

を行なっている。ハノイ市結核の統合データベース、菌の分子疫学研究および宿主感受性

遺伝子研究、さらに結核特異抗原による免疫診断キットを用いた臨床疫学研究を推進して

いる。 

9) HIV 感染症研究： 岡 慎一教授（国立国際医療センターエイズ治療研究開発センター長）

と６名の研究分担者は、ベトナム側の代表者 NIITDの Dr Nguyen Duc Hien(Director)と共

同で HIV感染症に対するテーラーメイド治療の研究を行なっている。本研究拠点は、感染

症研究ネットワークに参加する研究機関（海外拠点も含む）と、いうまでもなく、米国 NIH、

CDC、WHO等欧米の研究機関や国際機関、ベトナムの関連研究機関や病院との密接な連携の

もとで運営されている。 

 


