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評価資料の要約 
 

 人類が生存し続ける限り、われわれは感染症による脅威から逃れることはできない。

本研究は感染症とその周辺領域に関連する諸問題についてタイと日本が協力し、両国、

アジアひいては世界の保健・医療の分野で診断、治療、予防を向上させることを目的と

して計画された共同研究プロジェクトである。平成 11 年度の開始からの 10 年間におい

て以下に示す 5つの計画を立案し、共同研究を行なってきた。以下にその内容と成果を

示す。 
 

１） 院内感染および薬剤耐性菌に関する研究 

抗生物質への耐性菌のアジアでの動向を調べ、それを阻止・抑制することを目的とし

て進められ、耐性菌の拡大に関与する諸因子を明らかにした。 
 

２） 新興・再興感染症に関する研究 

 年間５億人が感染し、数百万人が死亡するマラリアは三大感染症としてその制圧が急

務となっている。重症化に関わるヒトの遺伝子群およびマラリア原虫の薬剤耐性に関わ

る遺伝子を探索した結果、重症化に関わる宿主遺伝子群を見出し、またクロロキンやメ

フロキンに対する薬剤耐性遺伝子の詳細とその起源および拡散ルートを明らかにした。 
 

３） アジアにおける母子感染症とその栄養・発育におよぼす影響 

 母子感染症は子どもたちの発育を妨げ、ひいてはその国の発展に多大な影響を与える。

本研究では１回の検査で複数のウイルスを検出可能なmultiplex PCR法およびノロウイ

ルスのイムノクロマト法を確立し、これらの方法を用いてタイの食品が下痢症ウイルス

に汚染されていることを見出した。 
 

４） タイにおける感染症の民族疫学 

  感染症の中には地域・民族特異的の分布するものがあり、タイにおいては、ヒトパ

ピローマウイルスによる東北地方の子宮頸癌、エプスタインバー（ＥＢ）ウイルスのよ

る上咽頭癌が知られている。ウイルス感染、環境要因の発癌への寄与を調べた結果、子

宮頸癌に関しては、受動を含む喫煙の危険性を明らかにし、上咽頭癌の発症において解

毒代謝系酵素の多様性が危険因子である点を明らかにした。さらに、ＥＢウイルス陽性

東南アジア型Ｔ細胞症候群（EBASEART）の総合的記載を行いアジアからの情報発信が

できた。 
 

５） HIV 感染とエイズの進行における宿主-ウイルス間の遺伝的相互作用の研究 

 エイズは最も深刻な感染症のひとつであり、感染者数の多いタイでは社会的問題とな

っている。感染者における症状の進行に影響をおよぼす要因としてのヒトと HIV の遺伝

子間相互作用を特定することを最終目的として平成 15 年度より開始された新規の課題

である。またタイ側の要請によりデング熱・デング出血熱に関しても研究を進め、特に

後者に関しては関連遺伝子候補を 3 種見出した。 
 

 この中で「院内感染および薬剤耐性菌に関する研究」は初期から積極的な共同研究

が進められ、期待通りの成果をあげた。そこでタイ側からの要請でこれを一端終了し、

新たに「HIV 感染とエイズの進行における宿主-ウイルス間の遺伝的相互作用の研究」

が追加された。多くのエイズ感染者を抱えるタイにおいては信頼性の高い診断システム

の確立と効果的な治療法の開発は緊急な課題となっており、この点も考慮して平成 15

年からは上記２～５の課題について研究を進め、上記の成果をあげた。 
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Executive Summary of Report 
 
   Human life will always entail threats from infectious diseases. Here we report 
on a collaborative research program undertaken by Thai and Japanese researchers 
to improve the prevention, diagnosis, and treatment of infectious diseases in 
Thailand and Japan, and in other parts of Asia and the world. This program has 
consistently maintained a tight focus on supporting research on infectious diseases 
and in related areas only, with appropriate modifications as necessitated by the 
progress of that research. 
   During ten years (1999 through 2008) this program has supported collaborative 
research on the five topics described below. 
 
1. Nosocomial infections and drug-resistant micro-organisms: Resistance to 
anti-bacterial drugs is a major problem worldwide. This work focused on trends in 
antibiotic resistance in Asia, factors responsible for the spread of drug-resistant 
bacteria, and possibilities for preventing or controlling such infections. 
 
2. New and re-emerging infections (malaria): Each year, malaria kills millions of 
people worldwide. Suppression of malaria is a high priority for clinical medicine and 
public health. Support from this program led to the discovery of several 
previously-unknown human genes involved in the development of severe forms of 
malaria, and to new knowledge about the genetic basis of resistance to anti-malarial 
drugs and its spread mechnism. 
 
3. Maternal-child infections in Asia, and their relation to nutrition and 
education: Maternal-child infections interfere with children’s normal development, 
and can greatly hinder economic progress in Asian countries. In this research, a 
new technique was developed to detect many pathogenic viruses in only one test 
using multiplex PCR method, and infection of microorganisms including 
previously-unknown virus that causes food poisoning was identified. 
 
4. Ethnoepidemiology of infectious diseases in Thailand (Epstein-Barr (EB) 
virus): The EB virus is known to cause cancer. These studies led to development of a 
new method for rapid diagnosis of infection with this virus, and work continues on 
the unique geographic and ethnographic distribution of EB virus infection in Asia. 
We alerted that the smoking habit was one of the definitive risk factors for cervical 
cancer development.  In NPC, genetic polymorphisms of some detoxifying enzymes 
predict the risk to develop the cancer. In addition to these cancers, description of a 
novel disease entity, EBV associated Southeast Asian T cell syndrome (EBASEAT), 
is our contribution to the study on human hematological neoplasm. 
 
5. Interactions between human and viral genes in the progression from HIV 
infection to AIDS: The devastation caused by AIDS is well known. Among all Asian 
countries, Thailand has been particularly severely affected. This research was 
begun in 2003 to identify genetic interactions between the HIV virus and its human 
host that are associated with the worsening of symptoms as HIV infection becomes 
AIDS. 
 
   The research on nosocomial infections and drug-resistant micro-organisms 
(#1 above) progressed quickly and was very productive, and the program’s 
Thai coordinators decided that support for it should be temporarily stopped. 
The decision to begin the new research topic (#5 above) was made in 
recognition of the urgency of the need to establish highly reliable diagnostic 
systems and effective treatments for HIV infection and AIDS in Thailand.  


