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評価資料の要約 

本事業は、交流分野として「熱帯医学」を標榜した唯一の、またベトナムを相手国とした二番

目の拠点大学交流事業であった。感染症は熱帯医学の重要課題である。熱帯の自然環境と開

発途上の不安定な社会環境とが混然一体となった所謂「熱帯の風土」が、常に深刻な新興・再

興感染症流行を生起し続けているからである。本事業では、亜熱帯・熱帯の開発途上国である

ベトナムにおける蚊媒介性、急性呼吸器、腸管、及び人畜共通の各熱帯性感染症を独立した

小課題に設定し、各々の小課題中で新興・再興感染症として特に重要であり、かつ両国に研究

基盤の存在が認められる感染症について、①疫学的研究を行うこと、②発生と流行に係る病原

体の地理的、年代的変異、並びに各種の自然的、社会的環境要因の解析に重点を置く点で

個性化を図り、③国際的レベルの成果を目指すこと、④加えて得られた研究成果に基づき効果

的な防圧方法を考案、提言すること、をねらいに掲げて共同研究を実施した。 

成果は初年度より現れ、日脳ウイルスの遺伝子配列解析から９３年以降のものが全て中山タ

イプであることが明らかになった。２年次には各小課題共フィールドの定期調査・採集が立ち上

がり、その成果は３年次に１０篇以上の論文となって現れた。平成１５年度（４年次）に、SARS 流

行に続く鳥インフルエンザの流行が勃発した。ウイルスと呼吸器感染症に関わる越側共同研究

者の相当数が直接防疫活動に関わった他、日本からも一部が緊急疫学調査の一端を担う形で

駆け付け、国際貢献を果たした上貴重なデータと経験を得た。第１期最終年度になると十分な

サンプル数を蓄積した小課題が多く現れ、両国の分業による分子疫学的解析が進んだ。その

結果、各研究グループが対象とする病原体の、ベトナムにおける遺伝的固有性、日本や周辺ア

ジア諸国との類似性等が鮮明になった。これが第１期における学術上の最大成果といえよう。 

中間評価で「A」評価を得たことから第１期の方針が概ね正しかったと判断し、第２期（平成１７

年度）も各小課題を発展的に引き継ぎ、第１期とほぼ同じ協力大学、研究協力者により活動を

開始した。特記事項として、この事業の実績が評価され、長崎大学は文科省の新興・再興感染

症国際拠点形成プログラム「新興・再興感染症臨床疫学拠点形成事業」を受託し、越側拠点内

に研究者を常置する海外研究拠点の開設に漕ぎ着けたことを挙げておく。これにより当事業も

同拠点を活用する形で共同研究が大変やりやすくなった。第２期には論文の増加と、若手研究

者、博士課程大学院生やポスドクの積極的参画も目標に加えた。その結果、第２期初年度より

３７論文が公表された。若手招聘研究者も全体の５０％に当たる１１名が参加した。共同研究は

順調に進捗し成果も安定的に生まれた。代表的な成果として、蚊媒介性感染症では、日脳ウイ

ルスの移動経路解明、新開発殺虫剤やミジンコのデング熱媒介蚊に対する防除効果の野外評

価、デング熱媒介蚊の殺虫剤抵抗性要因と kdr 遺伝子頻度の解析、マラリア主要媒介蚊の新

種発見等、呼吸器感染症では、半数以上の小児からインフルエンザ桿菌、肺炎球菌、モラキセ

ラ菌が検出される事実やインフルエンザウイルス、RSV、メタニューモウイルス、アデノウイルス、

ライノウイルスを検出した。腸管感染症では、寄生虫に対する駆虫の有効性、コレラ患者の家周

囲の池から菌検出とトリメトプリム・スルファメトオキサゾル耐性遺伝子を検出した。人獣共通感

染症では、新種ウイルス発見(Banna virus）、SARS ウイルス診断用抗原による不顕性感染例の

発掘、ハンタウイルス遺伝子の塩基配列解読と分子系統樹解析、コウモリ血液のニパウイルス N

蛋白に対する抗体陽性例確認とベトナム中部高原地域における抗体陽性コウモリの棲息確認、

狂犬病抗原の迅速診断アッセイ系の開発等が挙げられる。 

若手研究者養成と社会貢献面も安定的に推移した。セミナーは、日越交互に５回実施した。

何れのセミナーも参加者は５０～７０名で共同研究の成果報告を中心に活発な討議が交わされ

た。特にセミナーでは自分が対象にはしていない感染症についての情報が共有された点が有

意義であった。平成１６年度には長崎大学の２１世紀 COE、２１年度には同 GCOE とそれぞれ

共催した。以上より全期間を通じた研究交流目標はほぼ達成されたと考える。 
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 Executive Summary of the Report 

Large scale and drastic changes in natural and social environment such as the global warmth, 
fast and frequent traveling and trading, and quick development in countries, which are especially 
conspicuous in Asia, are likely due to the recent outbreak of various emerging and re-emerging 
infectious diseases. Therefore it is undoubtedly necessary to have a collaborative 
epidemiological study on these diseases between developed and developing, and temperate and 
tropical countries to find out and to establish a global strategy to control these diseases.  

Based on this understanding, Institute of Tropical Medicine (ITM), Nagasaki University, Japan, 
launched this JSPS Core University Program in FY2000 with National Institute of Hygiene & 
Epidemiology(NIHE), Vietnam with which a tight collaboration had been established since 1985 
in virology and vaccine related subjects. This program was the first JSPS Core University 
Program on Tropical Medicine. The program started with 38 Japanese collaborating researchers 
from 18 universities/institutes, and 30 Vietnamese ones from 7 universities/institutes. It 
successfully expanded later, and was composed by more than 80 researchers of both countries 
from around 20 organisms in Japan and 10 in Vietnam.  Approximately 20 researchers mutually 
visited universities/institutes of their counterparts for one to 4 weeks every year. Generally the 
period of stay by Vietnamese was longer than that by Japanese because Japanese collaborators 
were strongly expected to train Vietnamese through this program. 

Under the main title, we organized four study groups. The first group was “the mosquito-borne 
infectious diseases study group”, which focused on dengue/dengue hemorrhagic fever, Japanese 
B encephalitis and malaria. The second group was “the acute respiratory infectious diseases 
group”. The third group, “the intestinal infectious diseases group”, highlighted on various soil 
transmitted helminthes and cholera. The forth group, “the zoonotic infectious disease group” 
studied on Hanta virus, Nipah virus, and rabies. Epidemiological approach was a common 
interest for all groups, and all study groups were firstly trying to detect variations in pathogenic 
agents, intermediate hosts and vectors. Then they searched causative environmental factors 
aiming to establish an effective control strategy against the diseases studied. 

As this program was honored “A” mark on the evaluation for the outcomes during the first 5 
years, we confidently advanced the program with the same policy. In addition to this we agreed 
to put more effort for publication. Among the 4 issues, studies on mosquito borne infectious 
diseases were provided more than 50% of total budget, and yielded more than half of 
contribution as publications. This issue enough features our program. Other issues also 
successfully produced equivalent publications. Some academic findings were as follows: 

 Clarifying the genetic shift of Japanese encephalitis virus in Asia 
 Detection of an emerging (human pathogenic) virus from mosquito 
 Confirming a new sibling species of malaria vectors 
 Improving the treatment for acute respiratory infectious diseases 
 SARS virus detection 
 Mapping gametocyte carriers in a malaria endemic area etc. 

International seminar was held every two years in Nagasaki and Hanoi alternatively. Every 
seminar was quite fruitful to mutually exchange scientific information among collaborators of 
different specialty, and helpful to integrate the main subject of this program. It should be 
noteworthy as an advance in seminar activity that the 3rd and 5th seminars were held as a joint 
operation with The 21 Century COE Program or Global COE Program which were honorably 
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entitled by MEXT to Nagasaki University with understanding fruitful outcomes yielded by this 
JSPS Program. In both International Seminars not only Japanese collaborators but also 
Vietnamese collaborators were invited as keynote speakers. 
Network of researchers established by this program enabled Japanese scientists to quickly 

respond to a request made by NIHE on the time of epidemic of SARS in 2003. Invitation of 
Japanese collaborators for international workshops and seminars held in Vietnam was also 
realized through this program. This program contributed to both countries, for example, in 
confirming a prevention policy for SARS in Japan, and in introducing various latest techniques 
to identify pathogenic agents for Vietnam. 
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1. 事業の目標 

熱帯の自然環境と、開発途上の不安定な社会環境とが混然一体となった所謂「熱帯の風

土」が、常に熱帯における深刻な新興・再興感染症流行を生起し続けており、熱帯感染症問題

の解決は昔も今も熱帯医学の重要課題である。しかし近年は、大規模且つ頻繁なヒト・モノの往

来や気候の温暖化により、熱帯性感染症はひとり熱帯の地域課題であるのみならず地域をこえ

たグローバルな課題へと変貌しつつある。本事業ではこの認識に立った上で、亜熱帯・熱帯の

開発途上国であるベトナムにおける蚊媒介性、急性呼吸器、腸管、及び人畜共通の各熱帯性

感染症を独立した小課題に設定し、各々の小課題中で新興・再興感染症として特に重要であり、

かつ両国に研究基盤の存在が認められる感染症について、①疫学的研究を行うこと、②発生と

流行に係る病原体の地理的、年代的変異、並びに各種の自然的、社会的環境要因の解析に

重点を置く点で個性化を図り、③国際的レベルの成果を目指すこと、④加えて得られた研究成

果に基づき効果的な防圧方法を考案、提言すること、をねらいに掲げて共同研究を実施した。 

 

 

2. 事業の実施状況 

2-1. 事業の全体的な体制 

日本側実施組織 

拠点大学： 

 長崎大学熱帯医学研究所 

 

実施組織代表者： 

 長崎大学熱帯医学研究所・所長・五十嵐 章（平成 12 年度） 

 長崎大学熱帯医学研究所・所長・青木 克己（平成 13 年度～平成 18 年度） 

 長崎大学熱帯医学研究所・所長・平山 謙二（平成 19 年度～平成 21 年度） 

 

コーディネーター： 

 長崎大学熱帯医学研究所・教授・高木 正洋（平成 12 年度～平成 21 年度） 

 

協力大学： 

   名 称 学部／学科／その他 連絡責任者 

 北海道大学 大学院獣医学研究科 高島郁夫 教授 

 北海道大学 大学院医学研究科 有川二郎 教授 

 東京大学 空間情報科学研究センター 柴崎亮介 教授 

 自治医科大学 医学部 松岡裕之 教授 

 国立感染症研究所 ウイルスⅠ部 倉根一郎 部長 

 国立国際医療センター 研究所 狩野繁之 部長 

 静岡県立大学 薬学部 鈴木  隆 教授 

 新潟大学 大学院医歯学総合研究科 鈴木  宏 教授 

 大阪大学 微生物病研究所 本田武司 教授 

 神戸大学 大学院医学系研究科 堀田  博 教授 

 大分大学 医学部 西園  晃 教授 
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 鹿児島大学 多島圏研究センター 野田伸一 教授 

 琉球大学 大学院医学研究科 渡部久実 教授 

 中部大学 生命健康科学部 鈴木康夫 教授 
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事務組織：   

 
実施組織代表者 

熱帯医学研究所長 平山 謙二   
     
 コーディネーター 

熱帯医学研究所 教授 高木正洋

  
     

         

拠点大学事業実行委員会   国内連絡協議会   

(年数回開催）   （必要に応じて開催）   

委員長:高木正洋（教授）   委員長：高木正洋（教授） 

委 員:溝田 勉（教授）   委 員：協力大学の連絡責任者 16 名 

   本田武司（教授）        事業実行委員会委員 8 名 

   有吉紅也（教授）     (内 1 名重複） 

   森田公一（教授）       

   宇賀昭二（教授）       

   中澤秀介 (助手)       

   佐藤照明 (課長)       
          
       
 事 務 担 当 者   

 事務局  熱帯医学研究所   
  研究国際部長 事務長   
  研究国際次長 管理係長   

 

 国際交流課長 
 専門職員 
 国際交流班長 
 国際交流班(国際協力)主査 
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ベトナム側実施組織 

拠点大学： 

 National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE)  (国立衛生疫学研究所) 

 

実施組織代表者： 

 Hoang Thuy Long, Director General, National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) 

                                                 （平成 12 年度～平成 15 年度） 

 Nguyen Tran Hien, Director General, National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) 

                                      （平成 16 年度～平成 21 年度） 

 

コーディネーター： 

 Hoang Thuy Long, Director General, National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) 

                                                   (平成 12 年度～平成 15 年度) 

 Nguyen Tran Hien, Director General, National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) 

                                                   (平成 16 年度～平成 21 年度) 

 

ベトナム側協力大学/機関一覧： 

 Pasteur Institute of Ho Chi Minh City (PIHCMC) ホーチミン・パスツール研究所 

 Pasteur Institute of NhaTrang  (ニャチャン・パスツール研究所) 

 National Institute for Clinical Research and Tropical Medicine (国立熱帯医学臨床研究所) 

 National Institute of Pediatrics (NIP) （国立小児科学研究所） 

 National Institute of Malariology, Parasitology and Entomology (NIMPE)  

                                （国立マラリア・寄生虫病害動物研究所） 

 Institute of Geography, VAST (地理研究所、VAST) 

 Bach Mai Hospital (バクマイ病院) 

 National Institute of Nutrition (NIN) （国立栄養学研究所） 

 Sub. Department of Animal Health of Ho Chi Minh City (ホーチミン動物保健局) 

 TayNguyen Institute of Hygiene and Epidemiology (IHE) （タイチュン衛生疫学研究所） 
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2-2. 共同研究の体制 

発足時 

「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」という課題は大きくまた多少あい

まいな印象は拭えない。その点を考慮して申請から内定までの採択事前段階に、熱帯医学研

究所では拠点として担うに能う疾病の選択と、課題研究推進のために参加頂きたい研究者への

非公式な打診を慎重に行った。また、内定時にはベトナム側拠点予定のＮＩＨＥに出向き、研究

環境を視察すると共に、初代越側代表者Hoang Thuy Long NIHE所長はじめ各分野の研究責

任者に日本側の研究計画を伝えた。一方ベトナム側からもぜひ組み入れたい疾病・病原体の

提示があった。協議の上、実施可能な共同研究の大枠を決定した。それが以下に列記する小

課題である。 

小課題１ 「蚊媒介性感染症に関する研究」 

小課題２ 「急性呼吸器感染症に関する研究」 

小課題３ 「腸管感染症に関する研究」 

小課題４ 「人獣共通感染症に関する研究」 

小課題５ 「公衆衛生に関する研究」 

各小課題の下にいくつかの研究グループが、日本側では自由に形成された。例えば小課題１

では、マラリア、デング熱、日本脳炎の疫学を研究する各グループ、及び媒介蚊の研究グルー

プが形成された。このうち媒介蚊研究は３疾患全てに関係するので、独立性を保ちながらも他

の３研究グループとの緩い協力をも維持する体制を創り上げた。日本側の設定に呼応する形で

ベトナム側の研究グループも形成された。例示した小課題１の場合、マラリアはハノイの国立マ

ラリア・寄生虫・昆虫研究所（ＮＩＭＰＥ）のマラリア研究室、デング熱と日本脳炎はＮＩＨＥのウイ

ルス研究室、媒介蚊はマラリア媒介蚊についてはＮＩＭＰＥの昆虫研究室、日本脳炎媒介蚊は

ＮＩＨＥの昆虫研究室、デング熱媒介蚊ではＮＩＨＥ及びパスツール研究所の昆虫研究室の両

方、という具合である。小課題１「蚊媒介性感染症に関する研究」以外の４小課題についても共

同研究のグループは、概ね同様のスタイルで形成された。 

実質的な共同研究開始以降 

小課題または研究グループにはそれぞれ個別の事情があるので、実質的な共同研究開始時

期に遅速が生じるのはやむを得ぬことであり、各研究グループは独自に両国間で連絡・調整を

行いながら共同研究を進めてきた。但し、各小課題のサブ・コーディネーターや研究グループ

のリーダーは実行委員会のメンバーなので、それぞれの研究の進捗状況は常に把握できる状

態であった。当初の５小課題のうち「公衆衛生に関する研究」は、他のどの小課題においてもそ

れなりに追求されるべき項目であることとグループサイズが小さかったことから他の小課題の中

に吸収された。 

４小課題それぞれの共同研究体制は、遅いものでも第３年次には概ね固まった。４年次以降は

第Ⅱ期も含め特記するほどの変更はなく最終年度まで維持された。 

 

2-3. セミナーの実施状況 

隔年毎に日越交互に開催した国際セミナーは 5 回を数えた。何れのセミナーも参加者は５０

～７０名で共同研究の成果報告を中心に活発な討議が交わされた。特にセミナーでは自分が

対象にはしていない感染症についての情報が共有された点が有意義であった。平成１６年度に

は長崎大学の２１世紀 COE、２１年度には同 GCOE とそれぞれ共催した。 

（詳細は別紙プログラム参照） 
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第一回 平成 12 年 11 月 16 日～18 日  長崎大学医学部キャンパス （長崎） 

「International Seminar on Emerging and Re-emerging Communicable Diseases」 

第二回 平成 14 年 11 月 28 日～30 日 国立衛生疫学研究所 （ハノイ） 

「Vietnamese-Japanese Seminar on Tropical Infectious Disease」 

第三回 平成 16 年 11 月 25 日～27 日 長崎大学医学部キャンパス （長崎） 

「Nagasaki Symposium on Tropical and Emerging Infectious Diseases」 

第四回 平成 18 年 12 月 4 日～6 日  国立衛生疫学研究所 （ハノイ） 

「Resent situation on emerging and re-emerging infectious disease in Asia, and their control 

strategy by Core University Program, JSPS」 

第五回 平成 21 年 11 月 26 日～27 日 長崎大学医学部キャンパス （長崎） 

「Analysis of various factors on emergence and re-emergence of tropical infectious diseases and 

their control strategies」 

 

2-4. 研究者交流など、その他の交流の状況 

 本事業１０年間にわたる共同研究・セミナー研究者交流の実績について表 1 に、共同研究の

小課題別の派遣および受入の実績について表２にまとめた。また、この他の交流として、ベトナ

ムからの公費留学受入を実施し、留学生９名を受け入れた。 

 共同研究では、初年度を除きほぼ安定的に２０～２５名が１０日前後ベトナムに赴き、一方ベト

ナムからは平均１５名が２５日前後来日した（表１）。即ち、日本からは短期間だが多数が参加し

たのに対し、ベトナムからは人数を絞る代わりに可能な限り長く滞在する方向となった。これは、

何れの小課題もデータを得るのはベトナムであり、その解析作業を日本で行うスタイルであった

ことと、ベトナム側がこの事業を通して日本で最新手法や技術を習得することを当初より強く希

望していたことによるもので、両拠点代表の同意に基づいている。事業の目標に鑑み妥当な運

用であったと考える。これを小課題毎にみると、最も参加人数の多かった「蚊媒介性疾患に関

する研究」の派遣、受け入れ研究者が矢張り安定的に多かった。但し、受け入れ日数が派遣日

数を上回る点はどの小課題にも共通していた（表２）。 
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表 1 共同研究・セミナー・研究者交流の実績（人・日数） 

 

年

度 

共同研究 セミナー 研究者交流 合計 

備考 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 

人 日数 人 日数 人 日数 人 日数 人 日数 人 日数 人 日数 人 日数

H12 16 165 5 90 0 0 9 36 5 38 3 30 21 203 17 156 セミナー日本開催 

H13 26 228 17 374 0 0 0 0 3 18 3 21 29 246 20 395      

H14 20 224 18 451 6 29 0 0 3 19 1 6 29 272 19 457 セミナーベトナム開催 

H15 24 275 18 529 0 0 0 0 1 7 1 7 25 282 19 536      

H16 22 246 13 343 0 0 14 70 1 6 0 0 23 252 27 413 セミナー日本開催 

H17 23 240 20 539 0 0 0 0 1 8 2 14 24 248 22 553      

H18 24 290 17 393 0 0 0 0 1 8 5 41 25 298 22 434 セミナーベトナム開催 

H19 24 322 15 396 0 0 0 0 4 34 1 9 28 356 16 405      

H20 29 270 19 482 0 0 0 0 1 3 0 0 30 273 19 482      

H21 23 194 10 255 0 0 15 75 2 6 0 0 25 200 25 330 セミナー日本開催 

計 231 2454 152 3852 6 29 38 181 22 147 16 128 259 2630 206 4161      

平

均 
23.1 245.4 15.2 385.2  0.6 2.9 3.8 18.1 2.2 14.7 1.6 12.8 25.9 263.0 20.6 416.1      

＊H18 セミナー（ベトナム開催）の派遣（８人/２４日）は共同研究経費・派遣に含まれる。 セミナーのみの派遣はなし。      
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表２ 10 年間における共同研究内訳（人/日数） 

年

度 

小課題 1 小課題 2 小課題 3 小課題 4 合計 

派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 派遣 受入 

人 日数 人 日数 人 日数 人 日数 人 日数 人 日数 人 日数 人 日数 人 日数 人 日数

H12 10 109 4 60 2 14 0 0 2 20 1 30 2 22 0 0 16 165 5 90 

H13 11 101 10 225 4 26 4 65 7 64 2 56 4 37 1 28 26 228 17 374

H14 8 99 10 266 3 19 3 56 6 75 4 106 3 31 1 23 20 224 18 451

H15 11 158 11 305 3 19 2 84 7 69 4 112 3 29 1 28 24 275 18 529

H16 8 124 9 231 6 49 1 29 7 69 3 83 1 4 0 0 22 246 13 343

H17 9 104 11 306 5 45 5 134 9 91 4 99 0 0 0 0 23 240 20 539

H18 12 200 10 220 3 16 4 103 6 59 3 70 3 15 0 0 24 290 17 393

H19 10 144 8 191 3 21 4 116 10 134 3 89 1 23 0 0 24 322 15 396

H20 11 102 8 171 6 41 6 171 12 127 3 85 0 0 2 55 29 270 19 482

H21 9 64 3 58 4 20 3 85 10 110 3 84 0 0 1 28 23 194 10 255

計 99 1205 84 2033 39 270 32 843 76 818 30 814 17 161 6 162 231 2454 152 3852

平

均 
9.9 120.5 8.4 203.3  3.9 27.0 3.2 84.3 7.6 81.8 3.0 81.4 1.7  16.1 0.6 16.2 23.1 245.4 15.2 385.2 

小課題 1 蚊媒介性感染症に関する研究（ウイルス・マラリア・媒介蚊）          

小課題 2 急性呼吸器感染症に関する研究               

小課題 3 腸管感染症に関する研究（寄生虫・細菌）             

小課題 4 人畜共通感染症に関する研究               
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2-5. 事業に対する相手国拠点大学、対応機関との協力状況 

 

この事業は、１９８５年来のウイルス学部門（後に分子構造解析分野）を中心とした長崎大学熱帯

医学研究所の研究者によるベトナム国立衛生疫学研究所（NIHE）やホーチミンパスツール研究所

との個別的共同研究や技術指導という十分な交流実績を礎として発足したものであり、少なくとも

拠点間の協働は当初より極めてスムーズに運んだ。平成１７年度に新興・再興感染症国際拠点形

成プログラム「新興・再興感染症臨床疫学拠点形成事業」を受託し、ＮＩＨＥ内に研究者を常置する

海外研究拠点を設けてからは更に両者間の意志疎通が日常的かつ容易となり、協働は更に進捗

し今日に至っている。この協力状況は、狭い意味での事業内成果に反映されたのは当然として、

数々の二次的成果創出に繋がった。以下にこの事業無くしては生まれなかったであろう数例を挙

げておく。 

① ＮＩＨＥとＮＩＭＰＥがホストとなって開催されたＳＥＡＭＩＣの国際セミナーに、蚊媒介性感染症の

日本側研究者が招かれ、デングウイルス、デング媒介蚊、マラリア媒介蚊のキーノートスピーチ

を行った。 

② ベトナムにおけるＳＡＲＳ流行が大きな問題になった際、疫学調査の中心になった越側拠点か

ら日本側拠点に支援要請があり、熱帯医学研究所のウイルスグループが応えた。 

③ 「２１世紀ＣＯＥプログラム」及び「ＧＣＯＥ」と共催した国際シンポジウムでは、毎回キーノートス

ピーカーに越側共同研究者を含むプログラム構成が成された。 

④ 越側拠点がオーストラリアのＮＧＯであるＡＦＡＰ(Australian Foundation for the Peoples of Asia 

and the Pacific)の支援で実施しようとした、地域住民への環境衛生教育を通じたデング熱媒介

蚊防除事業に日本側協力研究者が日本側代表者を依頼され、引き受けた。尚、この代表者は

環境事業団の地球環境基金助成を申請し採択された。 

⑤ ベトナム農業開発相がビントゥアン省で計画中の大規模潅漑事業に対する環境アセスメントの

うち蚊媒介性疾患の感染リスク評価を媒介蚊研究グループが依頼され、応えた。 

⑥ 熱帯医学研究所の媒介蚊研究者は、ベトナム厚生省がベトナム全土を対象に推進中のデン

グ熱媒介蚊防除事業への協力を要請されている。 

⑦ 長崎大学の学生グループによるマラリア患者マップ作成と住民の生活実態調査が３年間実施

された。ベトナムは未だ規制の多い社会主義国である上対象地はラオス国境に近い政治的問

題地であった。加えて調査内容も地域の実態情報収集というデリケートな内容のため、通常は

実施不可能とみられた。しかしＮＩＭＰＥが毎年多大な便宜を計らってくれ、順調に進捗した。

尚、この調査地はマラリア共同研究グループの調査地域と重複しており、拠点事業の共同研

究が学生の臨地教育に寄与出来ている点も特記しておきたい。 
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3. 事業を通じての成果 

 

3-1. 交流による学術的な影響 

 

小課題毎に下記する。 

 

小課題１ 「蚊媒介性感染症」 

 マラリアの調査は地方の共同体を対象に伝播の実態の解明を主目的とし、生殖母体の検出、生

殖母体のキャリヤーの把握、媒介蚊の調査を実施した。フィールド調査に適応可能なガメトサイトの

検出手法が樹立され、これはサルマラリア原虫検出へと発展した。住民の調査では感染源の同定

までにはいたらなかったが、マラリア感染のリスクファクターが確認された。媒介蚊では、分子遺伝

解析により新しいハマダラカの存在が明らかとなり、従来からのＮＩＭＰＥの共同研究者の主張の正

しさが証明された。この共同研究を通して形態学的手法による種分類に加えて新しい分類学のア

プローチが越側に定着した。 

日本脳炎関連のウイルスと媒介蚊調査でも数多くの学術的成果を挙げることが出来たが、特に

ウイルスの遺伝子解析から、日本で分離されたウイルス遺伝子とベトナム北部で分離されたウイル

ス遺伝子が連動して変化していることの発見は、「日本などの東アジアでは日本脳炎ウイルスは地

域的に土着して生息し、進化している」とされていた従来の定説を覆すものであり意義深い。日本

脳炎ウイルスは東南アジアから東アジアを経由して、多分渡り鳥などによって日本に比較的頻繁に

供給されていたということが証明された。 

またこのウイルスと媒介蚊調査は、ベトナムにおけるウイルス同定精度を格段に向上させる結果

となり、日本脳炎ウイルスによらないウイルス性脳炎がベトナムで発生している事実を明らかにした

上、翌年にはそれらの割合が日本脳炎ワクチン接種地域では５０％以上に上ることを確かめた。更

に研究グループの関心は新しい蚊媒介性脳炎ウイルスの探索へと向かい、Nam Dinh ウイルスなど

に代表される未知のウイルスが発見されつつある。最終年には日本脳炎ウイルスでもなく、

NamDinh ウイルス感染でもない Banna ウイルスと命名された不明ウイルスが検出された。これらの共

同研究は、ウイルス生態学における新しい展開を期待させる。 

デング熱関連では、媒介蚊に係る共同研究で注目すべき成果を挙げた。先ず NIHE の共同研

究者と北部で、パスツール HCMC と南部で、常温揮発性ピレスロイド含有の新しいデバイスによる

蚊の吸血抑止効果を吟味し、デバイスの有効性、持続性、家屋構造など施用環境の影響などを明

らかにした。このデバイスは当時最新のものであり、共同研究者にとって未知のデバイスだったの

で関心度は極めて高かった。また文科省の受託事業の課題として実施されたデング熱媒介蚊２種

の、ベトナム全土に亘る生態地図作成に並行して実施された、汎用殺虫剤の代表的薬剤であるピ

レスロイドに対する感受性の現状解明調査も注目された。全国の古タイヤを調べた結果、３種の感

受性はそれぞれ特徴的な分布を示すことが明かとなり、過去の殺虫剤（主にピレスロイド）散布の頻

度との関係が疑われた。特にその後の殺虫剤抵抗性遺伝子(kdr)頻度の解析からマラリア防除の
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ためのピレスロイド散布が抵抗性の分布に強く影響していることを明らかにした。これらは PLOS 等

に公表されている。 

 

小課題２ 「急性呼吸器感染症」 

この事業に先立ち、我々は 1999 年からインフルエンザの研究を開始していた。NIHE ではインフ

ルエンザ研究の長い中断があったが、我々によりウイルス分離、PCR 法の導入等が図られ、本格

的な再出発が切られた。 

新型インフルエンザは歴史的に中国南部から発生するので、この地域でのインフルエンザの流

行調査は不可欠である。しかしこの地域には外国人が調査に立ち入れない。ベトナム北部での調

査はこの状況を打破し、その成果は、日本やベトナムだけでなくグローバルな貢献に繋がり、越側

人材の育成、実験器具の整備と技術支援、国内サーベイランス網の構築がほぼ達成された。 

ほぼ研究体制が整ってきた時点で SARS 発生、翌年には H5N1 による高病原性鳥インフルエン

ザの発生、さらには 2009 年になり新型インフルエンザ発生からパンデミックに至った。NIHE は、こ

れらの国家的緊急事態に十分に対応できる状況にまで発展し、貢献した。人材的にも、当初二人

だけであったのが現在では十数名となり、最新の機材も入り、開始約 10 年間たった現在は、世界

の標準以上の状態となった。 

平成 18 年度よりは中南部カンホア県ニャチャン市および隣接するニンホア郡の住民を対象に大

規模な世帯調査および疾病負荷調査を実施し、成人の高い喫煙率と受動喫煙の犠牲者が女性と

子供であること、さらに成人の喫煙が子供の肺炎発症のリスク因子であることを、共同研究によるア

ジアで初めての論文として英国誌に発表した。 

平成 19 年 1 月よりカンホア県病院へ Multiplex PCR を導入し、熱帯地では初めて 13 種類の呼

吸器ウイルス病原体の包括的な把握、インフルエンザおよび RSV の季節流行の確認に成功した。

加えて、この包括的呼吸器病原体調査は、平成 21 年 7 月にカンホア県で始まった新型インフルエ

ンザの流行をとらえることにも成功した。これらの研究活動が、Bill Gates 財団による国際的競争資

金（Hib Vaccine Initiative）からの研究費獲得へつながった。 

 

小課題３ 「腸管感染症」 

腸管感染症のうち寄生虫グループについていえば、本交流を通じての学術的な影響は相手国

の研究者に顕著に現れたと考えられる。例えば、寄生虫卵の環境中からの検出方法や一部の血

清診断法などは、過去には相手国側では行われていなかった手法であり、これらの技術移転によ

り今後相手国側の研究範囲の展開が期待できる。更に得られた結果を英語で論文に纏めて報告

するという習慣付けが重要であるとの認識は得てもらえたものと考える。 

本プロジェクトを通じて腸管感染症グループでは 13 報の論文を発表することが出来た。今後更

に数編の論文が執筆途中であり発表される予定である。研究成果の報告、すなわち論文執筆の重

要性に関しては、常々相手国側研究者に言及していたことではあるが、プロジェクトの終盤に見せ

た日本側研究者の取組み姿勢を通じて、相手国側の研究者にも少なからぬ影響を与えたものと確

信する。プロジェクトの期間中、のべ１０名の相手国側研究者を日本側に招聘し研修を行ったが、
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相手国と日本側の研究環境が余りにも違いすぎているために、これらの研修あるいはその内容が

相手国側の研究者の研究発展にどの程度寄与しているかに関しては不明である。 

腸管感染症の細菌グループでは、平成 12 年度の事業開始からコレラ、病原性大腸 O157 の研

究を重点的に展開してきた。この間の課題であった１）コレラ流行の予知に関する研究、2）ビブリオ

ファージのベトナムでの分布、3）O1, O139 コレラ菌の環境での分布状況、４）病原性大腸O157の

分布状況等に関す研究を通じてこれらの研究に関する先端的知識、技術を共に獲得しながら研

究体制が確立されてきた。国立衛生疫学研究所の細菌部門ではこれまで、主に分離同定が中心

で、とくに研究体制はできてなかった。この事業の発展過程で、また、コレラ流行が 2007－2009 に

あったこともあり、今ではコレラ研究のセンターと成りつつある。 

平成 16 年、18 年、19 年には越側共同研究者が岐阜、福岡、San Diego で開催された日米コレラ

会議で発表し、ベトナムでのコレラ研究を紹介できるまでになった。 

 

小課題４ 「人獣共通感染症」 

狂犬病ウイルス 

以下の２点に大別される研究成果を挙げた。 

（Ｉ）狂犬病侵淫地での媒介動物（主にイヌ）の実験室内診断をより迅速かつ簡便に行うために、

狂犬病ウイルスヌクレオカプシド（N）蛋白を特異的に認識する単クローン抗体を利用したイムノクロ

マト法による抗原迅速診断アッセイ系を開発した。同一の抗 N 単クローン抗体を用いた金コロイド

標識による抗原検出系では、脳乳剤中のウイルス抗原を鋭敏度 95.5%、特異度 92.8%で検出でき、

異なった 2 種類の抗 N 単クローン抗体を用いた検出系では、鋭敏度 93.2%、特異度 100%の検出力

であった。この狂犬病ウイルス検出系は、安価、短時間(15 分)で狂犬病の診断をフィールドで行う

ことが可能なため、今後ベトナムにおける狂犬病の侵淫状況の調査に多大な貢献をすることが期

待された。 

（II）狂犬病の感染防御にはウイルス表面の G 蛋白に対する中和抗体が重要な役割を果たして

おり、その測定には生きたウイルスを用いた感染中和試験が最も一般的とされているが、測定でき

る施設は一部に限られている。そこでこの事業では、イムノクロマト法の原理に基づき、狂犬病の G

蛋白を検出できる単クローン抗体でキットを構築し、不活化した狂犬病ウイルスと血清を反応後、こ

のキットに添加することで中和抗体の存在を定性的に測定する迅速検査法を開発し、狂犬病ワク

チン接種者、未接種者計 42 サンプルを検討した。従来の中和試験を Golden standard とした場合

の RAPINA test の感度、特異度、一致率はそれぞれ 100％、82.6％、90.5％であり、陽性反応的中

率、陰性反応的中率はそれぞれ 100％、82.6％であった。生ウイルス、培養細胞や蛍光顕微鏡を

使用せず、検査時間も 2 時間程度と短く、今後ベトナム自国生産の狂犬病ワクチンの効果を判定

する際の、中和抗体スクリーニング検査として有用な方法と考えられた。 

ハンタウイルス 

ホーチミン市パスツール研究所および NIHE との共同により北部の港町ハイフォン市、ハイランド

地区、ホーチミン市などで、精力的に齧歯類と食虫類を捕獲し、ウイルスの検出とその遺伝子解析

を続けた。後半は調査地域をベトナム南部と北部の中国国境まで拡大した上、同時に JICA により
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新設された BSL3 を使用することによって、ウイルス分離や免疫学的解析の為に必要な解析材料を

良い状態で準備・保存することが可能となった。ハイフォン港を含む北部ベトナムのハンタウイルス

の疫学的解析結果や HCMC 近郊の District 12 で報告されたハンタウイルス感染症発生例につい

ては共同研究論文として発表した。さらに、感染者の出た HCMC の居住地近辺でソウル型ハンタ

ウイルスをドブネズミが保有していることも併せて報告した。また、ハイランド地方のヒトとげっ歯類の

調査および HCMC 周辺の不明熱患者の血清も調べ、ラットにおいてソウル型ハンタウイルスが、ト

ガリネズミ類にはトッタパラヤン型のハンタウイルスが存在することが示された。ソウルウイルスにつ

いてはその遺伝子解析から東南アジアに特有なリニエージを形成することを示唆する結果を得た。          

以上の如くハンタウイルスについては数多くのハンタウイルスのうち、ソウルウイルスとトッタパラ

ヤンウイルスのベトナムにおける存在が明らかになった。特に港湾地区および都市部でのヒトへの

感染も明らかになった。また、ソウルウイルスの分子生物学的解析から、東南アジアに固有の系統

のウイルスが存在することが示された。 

SARS/ニパ 

ニパウイルスについてはマレーシアで分離したニパウイルスから N 蛋白遺伝子を単離してこれを

用いた特異抗体検出系を作成してヒトおよび動物のニパウイルス感染状況の把握を可能とした。

次のステップとして NIHE との共同によりベトナム北部の洞窟に生息するコウモリの血液を採取し血

清疫学調査を実施した。その結果、大コウモリ種の Rousettus leschenaulti の 61.5％が抗体陽性で

あることを明らかになり、ベトナム山岳部のコウモリにはニパウイルスが生息していることを強く示唆

された。これを実証するためにコウモリの捕獲範囲をベトナム中部高原地域（Dak Lak 省、Dak 

Nong 省）に拡大、数種のコウモリから 117 検体の血清材料が得た。Hoa Binh 省で捕獲された

Rousettus leschenaultia 20 頭中５頭（25％）と Dak Lak 省で捕獲された Cynopterus sphinx 29 頭

中３頭（10.3％）にニパウイルスの N 蛋白に対する抗体陽性例が認められた。この結果から、

Cynopterus sphinx もニパウイルスに対して感受性を持ち、ベトナム北部だけでなくベトナム中部高

原地域にもニパウイルスに対する抗体陽性のコウモリが棲息していることが判明した。また、2 検体

に中和抗体価が認められたことからベトナムに棲息するコウモリには種類の異なるニパウイルス属

のウイルスが分布していることも示唆された。コウモリは人獣共通感染症に関わるウイルスを保有す

る可能性の高い動物として注目されるが、ベトナムではこれまで実地調査をされたことがなかった。

この事業の共同研究を通じて調査の重要さとその手技が共有された。 

また SARS ウイルスについても同様の調査を実施した結果、上記の大コウモリの 21％ が陽性で

あり、今後 SARS 様ウイルスの検索も公衆衛生上必要であることが示唆された。 

加えて SARS についてはベトナムで分離したウイルスの遺伝子からウイルス粒子蛋白質を人工的

に発現させる系を確立し、この蛋白質を用いた安全で迅速な血清診断系（特異的ＩｇＭ検出系）を

確立した。これによるベトナム人 SARS 患者および健康人に対する特異性と感度の検証からこの診

断技術はきわめて有用な手法であることが示された。また不顕性感染例が発見された。 
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3-2. 共同研究を通じての研究業績・研究者としての発展 

 

この事業に於いては２０７篇の論文が公表された。小課題毎の論文内容ほか詳細については別

紙の論文リストを参照されたい。 

 

論文リスト（別紙） 
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3-3. セミナーの成果 

 

第一回 平成 12 年 11 月 16 日～18 日  長崎大学医学部キャンパス （長崎） 

「International Seminar on Emerging and Re-emerging Communicable Diseases」 

総括： 事業初年度であり、各小課題を越えた両国共同研究者が一堂に会する初めての機会であ

ることから、先ず新興・再興感染症の現状を総括し各小課題に関する情報を両国研究者間で共有

すること、研究者間の親睦を図ること、小課題グループ間討議を経てプロトコールと役割分担を

個々の研究者が明確に自覚することを目的とした。 

全７セッションで３８題にのぼる口演が日越両国から成された盛会であり、小課題として掲げる４

課題全般に亘って最新かつ現実的な研究進展に関する情報が公表された。これは当該事業に関

わる両国の研究者にとって今後共同研究として成果を期待できる研究内容と時期尚早ないしは未

熟と思われる研究内容が明らかに自覚し合えたという点、及び個々の協力研究者が関係する共同

研究において補完し合える部分は何処かを相互に認識し合えたという点で極めて有意義であった。

特に各小課題単位でもたれたグループディスカッションで共同研究作業の手続き等について具体

的かつ忌憚無い討論が成されたことは、親睦も含め研究グループ内の相互理解を大いに深めた。 

活発な討論も成されたので、初年度としては十分満足のいく成果が挙がった。 

 

第二回 平成 14 年 11 月 28 日～30 日 国立衛生疫学研究所 （ハノイ） 

「Vietnamese-Japanese Seminar on Tropical Infectious Disease」 

総括： 第２回目はプログラムの３年次に当たりほとんどの小課題では本調査・研究が展開中であっ

た。そこで両国の同プログラム協力研究者に第３者も加えたセミナーを開催し、共同研究の各小課

題の成果を判りやすい形で全関係者に開示し、情報の交換と共有を促進すると共に、進捗状況を

忌憚なく評価して、年度後半にかけて効率的な成果を挙げるための弾みとした。また、ベトナム側

で開催することでこのプログラム自身と共同研究の成果に対するベトナムでの周知と理解の顕著な

促進を図り、今後の共同研究のスムーズな運営に繋げることも目的とした。 

プログラムは、１．５日間の口頭による研究成果・報告及び質疑応答と、１泊２日の、ＮＩＨＥワクチ

ン製造施設及びワクチン用サル飼育管理施設の視察、という構成であった。第１日目午前中に開

会式があり、日・ベ両国の開催責任者の挨拶、ＪＳＰＳ伊賀理事のスピーチが紹介された。またＶＡＳ

Ｔと保健省からも来賓が出席した。続いて午後より２日目午後にかけて、４つのセッション（ウイルス

学、細菌学、疫学、マラリアと昆虫学）の口演を行った。各セッションとも両国１名づつの座長により

進められ、ベトナムから１３題、日本から１５題の口演があった。各口演ともオリジナルな内容で、最

新の成果が公表された。質疑応答も極めて活発で、時間の制限上中途で討論をうち切らざるを得

ない場合が多かった。第１日目夕にベトナム側の歓迎パーティーがもたれ、これに応えて第３日目

夕に日本側が参加者全員で経費を分担してレセプションパーティーをもった。主催はベトナム側で

あったことから、一切の経費、運営はベトナム側が負担したが、深謝すべきほど遺漏のない運営で

あった。尚、出席者はベトナム側約３０名、日本側２７名、合計約６０名であった。全体として大成功

のセミナーであったと総括出来る。 
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第三回 平成 16 年 11 月 25 日～27 日 長崎大学医学部キャンパス （長崎） 

「Nagasaki Symposium on Tropical and Emerging Infectious Diseases」 

総括： 第Ⅰ期の最終年のため可能な限り５年間を通したまとめの成果を発表するよう申し合わせ

た。また初めての試みとして拠点大学にて進捗しつつあった２１世紀ＣＯＥ「熱帯病・新興感染症の

地球規模制御戦略拠点」の国際シンポジウムとの共催とした。 

ベトナム側拠点大学から２７名、日本側から３５名、その他、中国、タイ、インド、マレーシア、米国、

ドイツ、フランス、イギリス、スイスなどからの第一線の研究者が参加して、1）鳥型インフルエンザ、

２）ＳＡＲＳ、３）デング出血熱、４）日本脳炎、５）エイズ、６）エンテロウイルス７１、７）狂犬病、８）腎症

候性出血熱、９）プリオン病、などのウイルス・プリオン関連疾患、および１０）ヘリコバクターピロリ、１

１）コレラ、１２）結核、１３）インフルエンザ菌 、などの細菌疾患、さらには１４）マラリア、１５）ヘルミン

スなどの寄生虫疾患についてそれぞれの分野で最新の知見が紹介され、活発な討論が展開され

た。 

特に会議３日目は、全日、日本―ベトナム拠点大学交流事業で得られた研究結果が報告され、

詳細にわたる結果の検討と評価が海外の研究者を含めて行われた。まず、学術振興会から地域

交流課長の遠藤氏より拠点大学交流事業の概要と将来展望が紹介された。つづいての学術セッ

ションでは、ウイルス関係ではＳＡＲＳの新しい遺伝子診断法が開発され、ベトナムで発生した患者

の検体を用いた研究でその有用性が証明された。また現在流行する可能性が危惧されている鳥

型インフルエンザウイルス（Ｈ５Ｎ１）については、ベトナムでの疫学状況が紹介された。さらにデン

グウイルスについては、ベトナム南部であらたな遺伝子型の４型ウイルスが日越共同のチームによ

り同定された。またベトナム北部においていままで全く知られていない蚊媒介性の脳炎を起こすウ

イルスが発見され、今後詳細な調査が必要であることが確認された。このほか、３６演題におよぶマ

ラリア、コレラ、狂犬病、腎症候性出血熱、細菌性呼吸器感染症に関するベトナムでの共同研究の

詳細な報告がなされた。 

ＣＯＥが招聘した種々の病原体に亘る分子・遺伝生物学領域の国際的第一人者からは最先端

の情報を得られた。また当事業にはデング熱に加えてＳＡＲＳや鳥インフルエンザなど特にウイルス

による感染症勃発の直中にあり直接防圧に関わった共同研究者が居ることから、異なった切り口に

よる学術情報が相互に享受され、なお研究者間の交流も促進されるという両面の収穫を担保する

企画となった。 

 

第四回 平成 18 年 12 月 4 日～6 日  国立衛生疫学研究所 （ハノイ） 

「Resent situation on emerging and re-emerging infectious disease in Asia, and their control 

strategy by Core University Program, JSPS」 

総括： 平成１７年度より長崎大学を拠点として立ち上がった文科省の委託事業「新興・再興感

染症研究拠点プログラム」の海外研究拠点が当事業の越側拠点である NIHE に設置されたので、

この事業との共催とした。尚、JSPS からは吉田敏臣バンコク事務所長の臨席を得、挨拶を頂いた。

各口演ともオリジナルな内容で、最新の成果が公表された。質疑応答も極めて活発で、時間の制
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限上中途で討論をうち切らざるを得ない場合もあった。特に蚊媒介性感染症については１２題もの

発題があり、活動の活発さが窺われた。運営面では、主催がベトナム側であったことから、一切の

経費、運営をベトナム側が負担した。深謝すべきほど遺漏のない運営であった。全体として大成功

のセミナーであったと総括出来る。 

 

第五回 平成 21 年 11 月 26 日～27 日 長崎大学医学部キャンパス （長崎） 

「Analysis of various factors on emergence and re-emergence of tropical infectious diseases and 

their control strategies」 

総括： 最終年度の記念行事として、長崎大学のＧＣＯＥ「熱帯病・新興感染症の地球規模統合制

御戦略」と共催した。４小課題の成果を中心に発表し、小課題間で成果の共有を担保すると共に、

ＧＣＯＥの講演にも参加し知識の豊饒化をめざした。特記項目として最終年度ということもあり、各

小課題の粗総括（当該小課題設定の根拠、１０年間の主な成果、残された課題・反省）を各小課題

リーダーに課したこと（口頭、１５分）を挙げておく。ＧＣＯＥとの共催については、創薬を含む最先

端の感染症関連医学に力点を置く GCOE と、感染症の疫学に力点を置いてきた JSPS という、感染

症を扱いながらも異なる切り口の研究者集団が一同に会する機会を提供したことにより、異分野間

の研究情報の共有と交流を達成することが出来た。JSPS のプログラムは今年度で終了するが、ＧＣ

ＯＥとの共催を通じて研究者交流の促進と研究者ネットワークの強化が進み、事業終了後の国際

共同研究の更なる展開に向けた可能性が広がった。企画としては大いに成功したと評価される。 

 

3-4. 若手研究者の交流に関する成果 

 

（若手研究者をここでは大学院学生及びポスドクと定義する。） 

拠点大学方式に設けられた大学院生受け入れの特別枠を駆使して事業期間中に 10 名の博士

課程大学院生をベトナム側協力機関から受け入れた(特別枠によらない大学院生を含めると合計

11 名)。受け入れ先は、第Ⅰ期の初期に大分大学と神戸大学で受け入れた２名を除いて、JSPS か

らご指導頂いた以降は全て拠点大学である長崎大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程であ

る。一方、平成１８年度に開校した英語による熱帯医学修士課程へは５名を受け入れている。この

内の多くは、同研究科の協力講座である熱帯医学研究所の各分野にて指導を受けた。客員分野

を除く１２分野のうち半数を越える分野が１名以上の大学院留学生を受け入れており、ここで学位

を得た留学生には現在越側拠点である NIHE の部長に就任した者もあり、ベトナムの熱帯医学研

究を支える中核として大いに活躍している。 

一方、日本の大学院生、ポスドクもこのプログラムに参加している指導教官と共に研究グループ

の一翼を担う形で積極的に参加してきた。年によって変動はあるが、概ね小課題毎に数名の大学

院生ないしはポスドクが共同研究に加わった。この場合、大学院生ないしはポスドクが共同研究の

中で担う研究内容は、彼等の主研究テーマの部分を成すように配慮してきた。例えば小課題１「蚊

媒介性疾患に関する研究」の日本脳炎に係る成果の一部は、１名の博士課程学生を含むフィール

ド研究における共同作業の成果として生まれてきたものである。新種のマラリア媒介蚊の発見もポ
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スドク研究者がテーマとした遺伝子解析が生んだ成果といえる。現在までに概数で１０名以上の大

学院生、ポスドクが参加した。 

前にも述べたがベトナム側からのトレーニング要請は一貫して強く、当然若手研究者が重点的

に対象となる。日本側も可能な限りこの要請に応えようとしてきた。こちらも年によって多少の変動

は有ったが、概数で２０名のベトナム側若手研究者の共同研究参加が毎年参加した。 

 

3-5. 交流を通じての相手国からの貢献 

 

この事業のベトナムにおける研究活動の内容は主としてフィールドを対象とした所謂臨地研究で

あった。しかも医学系の臨地研究では、対象地域の住民との直接的な関わりは必定事である。この

ような研究活動を可能せしめるためには、各レベルの行政府に対する手続きや住民の理解を得る

ための対策活動が必要であるが、これらは外国人である日本側研究者には出来ない。越側共同

研究者は、調査・研究の目的を的確に理解し、全ての小課題において必要な手続きと住民対策を

担ってくれた。越側のこの協力が無ければ一切のフィールドデータは得られなかったことは明白で

ある。 

学術面でも越側研究者から学んだ経験が日本側研究者から報告されている。以下にその幾つ

かを記す。 

マラリアでは、べトナムが 1980 年代の後半から急速にマラリア死亡を減らしていったマラリアコン

トロール手法を実際に行った人々の経験から学ぶことが出来たことが指摘されている。デング熱媒

介蚊の関係では、日本の研究者が mesocyclops(蚊の幼虫を補食するミジンコの仲間)を使った独

特の生物学的アプローチによるデング熱媒介蚊の防除現場と活動に初めて接することとなった。こ

の体験から学んだことは多く、ミジンコと蚊幼虫の生物学的関係などの精査を目的とした基礎研究

が日本で開始されるきっかけとなった。 

急性呼吸器感染症の共同研究者からは、国際保健の重要性を知らされ、自分の活動の重要性

を再認識することとなった。カンホア県の住民を対象にした大規模なセンサスおよびカンホア県病

院での小児呼吸器感染症調査は、長崎大学が海外で実施した最も大規模な臨床研究である。こ

のような臨床研究は強い信頼関係がなければ実現困難であった。 

腸管感染症では、地域住民の寄生虫症に関する疫学調査実施にあたり、相手国からは万全の

協力が得られ、非常にスムースな駆虫、採便、あるいはアンケート調査等が実施できた。ベトナム

にはコレラ流行の歴史、フィールドがあり、関係者とくに、各省の予防医学センターの方々の経験

から学ぶものは多かった。 

 

3-6. 交流を通じての相手国への貢献 

 

相手国への貢献としては、やはり共同研究を通してのベトナム側へのソフト面を含めた技術移転が

中心となっている。それらを列挙すると、 

 マラリア疫学調査における現場踏査主義に徹したフィールド調査手法 
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 日本脳炎疫学調査における未感染ブタ設置によるウイルス侵襲状況モニタリング 

 迅速で精度の高いウイルス遺伝子の解析法 

 スプレーキャッチ法による屋内係留蚊密度の推定技術 

 血清診断法とＤＮＡ診断技術の標準化によるデング熱・デング出血熱の実験室診断精度の

向上 

 蚊の吸血回避効果の評価法 

 小児肺炎の細菌性起炎菌決定法の改良 

 SARS の診断関連技術 

 非ポリオエンテロウイルス感染症の実験室診断技術 

 組織培養型狂犬病ワクチン作成の取り組みとその技術指導 

などが挙げられる。一方、 

 無症候性キャリヤー対策の重要性を示唆 

 新種の蚊媒介性脳炎ウイルスの発見によるＮＩＨＥのウイルス研究者の研究意識、意欲のリフ

レッシュ 

 日本脳炎ワクチン接種地域における流行の縮小化を立証、ワクチンの意義を再認識 

 長い間空白に近かったベトナムのインフルエンザ研究を再出発させた。 

 寄生虫調査を通して調査地域の住民の健康意識の向上に貢献出来た 

などは技術の移転というよりは、我々のプログラムが掲げる課題の領域の研究に対する認識が深

化したという点でより意義深い成果といえるかもしれない。 

 

3-7. 成果の社会への還元 

 

当研究課題はもともと研究成果の社会還元をめざしており、参加研究者全般にその意識は強い。

またフィールド調査の遂行に住民の協力を要する場合も多く、医療行為や保健衛生行為を通じて

住民に接する機会も多い。主な事例について報告する。 

 媒介蚊グループは、蚊幼虫採集時に住民に対し意識的に媒介蚊発生源除去の必要性や効

率的な除去方法、殺虫剤の功罪などについて解りやすく説明するよう心がけた。 

 マラリア関係では、我々の調査研究が大きく取り上げられた結果、NGO 団体等の防除活動に

対する予算獲得に有効であったとの報告を受けた。 

 ベトナムが推進しようとしている地域住民に対する環境衛生教育を通じてのデング熱媒介蚊

防除事業では、日本側共同研究者がオーストラリアの NGO と結んで環境事業団の地球環境

基金助成を実現させ環境衛生事業を推進させた。 

 ウイルス関係では、ベトナムにおける SARS、鳥インフルエンザの流行に際して、相当数の越

側共同研究者が直接防疫活動に関わった他、一部の日本側ウイルスと呼吸器感染症研究者

が緊急疫学調査の一端を担った。さらには、H5N1 による高病原性鳥インフルエンザの発生

時にも共同研究による患者の確定と本疾患の疫学解析調査結果が、ベトナムの本疾患の対

策の重要な資料となるなど、貢献度は計り知れない。また、今回の新型インフルエンザでも越
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側共同研究者は全国の対策の中核として活動した。 

 小課題３のエンテロウイルスグループは 2003 年にベトナムで起きた小児の急性脳炎流行時に、

WHO 短期専門家として、ホーチミン市パスツール研エンテロウイルス研究室に滞在し、実験

室診断についてのサポートを行った。 

 ハンタウイルスに係る齧歯類の調査においては、中央部のハイランド地区におけるトッタパラ

ヤンウイルスの常在を明らかにし、新たな公衆衛生上の問題を提示した。 

 コレラ研究グループは、調査地の Hai Phong, Thai Binh へ行く度にセミナーを開き、情報の還

元を図った。コレラ流行時には、この事業で成長した若手研究者が先頭に立って流行の拡大

を防ぐべく奮闘し、新聞、テレビに幾度となく登場した。 

 寄生虫の野外調査では、400-500 名の学童を対象としたので、彼らの両親をはじめとして地

域住民の健康への関心を惹起することができ、調査地域の住民に対する健康啓発活動は充

分に行えたものと考える。 

 マラリア調査では、一貫して調査にあわせ現地での健康相談と投薬によるマラリア治療を実施

してきた。 

一方、日本の社会への貢献について言えば、先ず SARS に係る診断系を確立できたことは、そ

の疾病対策上極めて有意義である。開発された診断薬は平成 15 年 12 月 18 日、厚生労働省から

の認可をうけ保健適用となった。信頼できる迅速診断薬ができたことで日本国民の安心安全に貢

献したといえる。また、日本では現在低流行の日本脳炎であるが、警戒はアジア全域に向けておく

必要性を示唆した。日本の感染症監視対策を構築上貴重な知見を提供した。特に流行の伝播が

国境を越えてグローバル化しつつある現在、このベトナムでの研究成果は日本に対する安全・安

心にも繋がっている。 

 

3-8. 予期しなかった成果 

 

本事業の急性呼吸器感染症では、新型インフルエンザ発生の早期把握を目標のひとつとしてき

たが、予期した新型インフルエンザ発生だけでなく、新興感染症としての SARS、H5N1 が発生し、

想定外の経験と情報を得た。また、これらの疾患により、海外からの技術的、資金的支援が続々と

あり、越側拠点の HIHE は、この 10 年の短期間に、ほとんど無に近い研究施設から、今や世界水

準に達したことも驚異に近い。 

腸管感染症グループでは、当初の調査を NIMPE 近郊の Ha 村で実施した。しかし、調査開始後

５年を経過した時点で急速な都市化（隣接地での巨大なスタジアムや高層ビルの建設）が Ha 村に

および、村内で新・改築ラッシュが始まった。これらは調査開始当初には知り得なかったことであ

る。そのため、調査開始５年後の 2005 年には調査地の変更（Mai Trung 村）を余儀なくされた。同

様の急速な環境変化は何れのフィールド調査・研究もが遭遇した。 

コレラグループは、2009 年に極めて注目すべき経験として、世界で初めての野犬におけるコレラ

菌感染に遭遇した。即ち、犬のrectal swab から病原性のコレラ菌が検出され、それが2007年来の

コレラ患者由来株と同じクローンであることが証明されたのである。 



 

24 

 

3-9. 課題・反省点 

 

当事業が設定した「熱帯医学」という研究領域は、疾病、中でも感染症という伝播と流行を伴う、

人類にとって明確にネガティブな側面を克服する研究であるから、自ずと防除と治療に出来れば

直ぐに役立つ応用研究に対する指向が強い。この指向は当然熱帯に立地する開発途上国側で特

に強く、ともすれば疾病対策プロジェクトとの混同が起こる。このような領域特有の事情と、対象国

のベトナムで先行していた拠点大学方式のプログラムがスタート当時ひとつしか無く、拠点方式の

システムや事情が理解されていないことなどのため、当初は対策事業を伴わない研究指向の当該

プログラムに対するベトナム側の戸惑いに苦慮した日本側研究者が多かった。このような混乱は、

今後も同様のプログラムやプロジェクトで顕れると思われる。より時間をかけたより深い事前の話し

合いが必要であろう。ただ我々の事業においてこの問題は、２年次にはほとんど克服された。 

またこの事業の受け止め方に関する日本－ベトナム間、或いは双方のそれぞれの研究者間にも

うひとつの齟齬が存在した。このプログラムの中でのトレーニングの位置づけにそれがみられた。共

同作業（ここではあえて共同研究と呼ばない）はトレーニングの絶好の機会であるとして度毎に異な

ったカウンターパートを順番に参入させる傾向が第Ⅰ期には強く窺われたのである。実際に共同

研究をしようとする限り、双方の研究者としての素養はある程度揃っていなくてはならないのである

からこういう傾向もある程度は認められる。しかし行き過ぎると共同研究の深化は望めなくなってし

まう。この点については、越側代表者（コーディネーター）に機会あるごとに訴え、理解され、年を追

う毎に純粋に共同研究の成果を挙げるための人選になった。しかし完全に払拭されはしなかった。

開発途上国との国際共同研究に付きものの難しい課題である。 

一方、越側から挙がった課題には、熱帯の感染症としては未だ重要でありながら、日本の研究

者の層が薄いために対応出来ないものもあった。日本側研究者を育成することの重要さを痛感せ

ざるを得なかった。 

各研究グループから共通して挙がった課題として、ベトナム国内における研究諸費（調査のため

の車借り上げや調査補助者の日当などを含む）の、期間中の高騰があった。 

平成２１年度をもってこの拠点大学方式による交流プログラムは終了した。その理由のひとつは、

アジア諸国との付き合いに付いて言えば交流という目的は既に達成され、これからは日本の拠点と

互角に渡り合える選ばれた拠点との、質の高い研究成果を産み出すことが担保される共同研究プ

ロジェクトにシフトするべきだ、ということと聞いている。確かに当該プログラムは２国の広範囲な研

究者が相乗りし、しかも共同研究により研究成果を産み出す企画としては、自然科学領域から見る

限り予算規模が余りにも小さく、勢い日本からは研究打ち合わせ的な派遣、越側からはトレーニン

グのための招聘の色合いが強くなり、効率的な研究成果が論文として多く生まれる構造にはなって

いない。長崎大学は、一方で熱帯医学研究所を中心として文科省の委託事業「新興・再興感染症

研究拠点形成プログラム」を、JSPS の当該プログラムと同じベトナムの NIHE(国立衛生疫学研究所)

にフィールド拠点を設置の上実施している。こちらにはコーディネーターを含め６名の研究者が赴

任、滞在して共同研究を進めており、明らかに研究成果の産出効率は高い。カウンターパートとの
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関係も概ね良好に推移している。しかし順調な進捗を下支えしている大きな要因のひとつとして、

JSPS の当該プログラムの存在があったことは、両プログラムに関わっている者からみれば明らかで

ある。即ち、JSPS の当該プログラムが派遣と招聘、中でも招聘を活動の大きな柱とし、交流を通じて

の研究者の人間関係を途切れることなく醸成してきていることによって、初めて「仲良し関係の構

築」を強くは想定していない「新興・再興感染症研究拠点形成プログラム」が成立し得たのである。

現に越側の関心は JSPS の当該プログラムに対しての方が格段に高い。 

以上のことから JSPS の当該プログラムは、学術外交の原点である研究者間の情報交換と人的ネ

ットワーク構築に大きな効果を果たしてきたと言え、これを下敷きとして次の段階である実質的な共

同研究が生まれ得ること、拠点大学交流事業は、少なくともベトナムを想定した場合決してその役

割を終えていないことが指摘出来る。それ故、今後もブラッシュアップされた形で当該プログラムの

ねらいを引き継いだ事業が続けられることを願う。 

 

3-10. 交流事業終了後の展望 

 

本事業は平成２１年度で終了した。この 10 年間で日越双方に熱帯病・新興感染症領域の若手

人材が相当数育成された。特に、NIHE を中心とした越側の研究機関は、積極的な人材交流と長

崎大学への大学院留学により、目覚ましい成果を挙げることが出来たとこの事業を高く評価してい

る。このため本事業のようなプログラムを今後も継続して欲しいという強い希望が、今も会う度に示さ

れる。この希望は、日本側全ての研究グループとベトナム側の主立った共同研究者から例外なく

提示されたものである。したがって文科省の利用可能なスキームを使って、平成 22 年度以降も人

材交流と留学生受け入れを可能にする方法をぜひ模索して頂きたい。 

これまでの共同研究の深化に伴い新たに着手すべき価値のあるテーマも相当数挙がってきて

いる。 

 以下はその例である。 

狂犬病ウイルス関係では、陰性検体からウイルスゲノム RNA を抽出し PCR 法にてさらに詳細な

検討を行う必要性に加えて、今後ベトナムで採取された様々なウイルスの診断に寄与するような診

断系の開発・構築が期待されている。 

トッタパラヤン関連ウイルスの調査についても分子生物学的解析が未了である。また、このウイル

スの居住者に与える健康被害についての調査が不十分なため、プログラム終了後もこれまで培っ

た連携を生かし、共同研究を継続して明らかにして行きたいという希望が表明されている。 

新型H1インフルエンザについては、サブタイプをさらに特異的PCRによって決定し、新型インフ

ルエンザの臨床像の全貌を明らかにする必要があろう。 

O139 コレラ菌が何時毒素遺伝子を獲得するのか注意深くモニターする必要も指摘される。 

日本国内では理研の新興・再興感染症研究ネットワーク推進センターを中心に、文科省の委託

事業として、より緊密な日本国内感染症研究のネットワーク構築をめざしたコンソシアム型の研究

活動が新たに始められており、長崎大学はその主要メンバーとして、NIHE に設けた海外教育研究

拠点を足場にベトナムでの熱帯感染症の臨床疫学的研究を更に進めようとしている。しかしこの事
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業と平成２１年度に終了した拠点大学方式による交流事業とは同じものではない。この二つは相互

補完的であり、両事業が並行してドライブされてこそ、共同研究による国際的な評価に耐える学術

的成果と、それを可能にする環境と人材が醸成されるのであろう。 
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Vietnam” 

 
16:10-16:20  Jiro Arikawa (Hokkaido University) 

“Epidemiology and epizootiology of hantavirus infection in East Asian” 
 
16:20-16:30  Vu Dinh Luan (PIHCMC) 

“Surveillance on hantavirus infection in rodents in the Southern region and Central Highlands of 
Vietnam, 2007-2008” 

 
16:30-16:40  Akira Nishizono (Oita University) 

“Rapid diagnosis for rabies based on the principle of immunochromatography in rabies-endemic 
countries”  

   
 

Reception 
18:30-20:30  Nagasaki Parkside Hotel 1F “Tempo Room” 
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JSPS PROGRAM  
Friday, 27 Nov. 2009 Pompe Hall 1F 

 
 

Session J3 Respiratory Infection 
09:00-09:10  Dang Duc Anh (NIHE) (Moderator/reviewer) 

“Report of the Acute Respiratory Infection Group” 
 

09:10-09:20   Lay Myint Yoshida (Nagasaki University) 
“Viral Pathogens Associated with of Acute respiratory Infection in Central Vietnamese Children” 
 

09:20-09:30   Phan Le Thanh Huong (NIHE) 
“Molecular characterization of Streptococcus suis isolated from ill pigs and human patients in 

Vietnam” 
 
09:30-09:40   Nguyen Thi Hien Anh (NIHE) 

“Characteristic of Pneumococcal Isolates from Hospitalized Children with Suspected Invasive 
Pneumococcal Diseases in Hai Phong, VietNam” 

  
 
09:40-09:50  Hiroshi Suzuki (Niigata University) (Moderator/reviewer) 

“Overview of the Vietnam-Japan viral acute respiratory infection project for 10 years” 
 

09:50-10:00   Nguyen Le Khanh Hang (NIHE) 
“Viral pneumonia surveillance in the North of Vietnam 2004-2009” 

 
10:00-10:10    Pham Quang Thai (NIHE) GIS 

“Modeling the progression of pandemic influenza A (HINI) in Vietnam and opportunities for 
reassortment with other influenza viruses” 

 
10:10-10:20   Nguyen Quang Minh (NIHE) GIS 

“Characteristics of cholera outbreaks in Hanoi, Vietnam, 2007-2009” 
 
10:20-10:30   Reiko Saito (Niigata University) 

“Antiviral resistance and molecular evolution of influenza A/H1N1 and A/H3N2 in Vietnam” 
 
 
10:30-10:50  Tea Break 

 
 
Session J4 Mosquito & Malaria 
10:50-11:00  Masahiro Takagi (Nagasaki University) (Moderator/reviewer) 

“Our collaborative research on disease vector mosquitoes in Vietnam” 
 
11:00-11:10  Tran Vu Phong (NIHE) 

“Effect of temperature and nutrition on the predation efficacy of Mesocyclops aspericornis 
(Copepoda: Cyclopidae) on Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) larvae” 

 
11:10-11:20  Hoang Minh Duc (NIHE) 

“Detection of Chikungunya virus in some dengue outbreaks in North Vietnam, 2009” 
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11:20-11:30  Takashi Tsunoda (Nagasaki University) 
“Effect of controlled release plastic formulations of permethrin(Olyset net) and insect growth 

regulator, pyriproxyfen, on Aedes aegypti in southern Vietnam” 
 

 
11:30-11:50  Le Duc Dao (NIMPE) (Moderator/reviewer) 

“Genetic diversity of P. vivax in phu rieng rubber plantation binh phuoc province” 
 

11:50-12:00  Shusuke Nakazawa (Nagasaki University) 
“A gametocyte pool, a site and size-----Goals and outcomes in the JSPS” 
 

Lunch  
12:00-13:00  NEKKEN 1F Main Meeting Room No.124 (Speakers only) 
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