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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学： 長崎大学 
（ベトナム）拠点大学： 国立衛生疫学研究所 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）： 熱帯医学  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 
（英文）： Tropical Medicine   Analysis of carious factors on emergence and 
re-emergence of tropical infectious diseases and their control strategy. 
   交流課題に係るホームページ：http://                                         
 
３．開始年度 
   平成 12年度（  7  年度目） 
 
４．実施組織 
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：青木克己・長崎大学熱帯医学研究所・所長 
 コーディネーター：高木正洋・長崎大学熱帯医学研究所・教授 
 
     協力大学：北海道大学 大学院獣医学研究科 
  大学院医学研究科 
 東京大学 空間情報科学研究センター   
 自治医科大学 医学部  
 国立感染症研究所 ウイルス一部 
 国立国際医療センター 研究所 
 静岡県立大学 薬学部 
 岐阜大学 農学部 
 新潟大学 大学院医歯学総合研究科 
 大阪大学 微生物病研究所 
 大阪工業大学 工学部 
 神戸大学 大学院医学系研究科 
 九州大学 大学院医学研究院 
 大分大学 医学部 
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 久留米大学 医学部 
 鹿児島大学 多島圏研究センター 
 琉球大学 大学院医学研究科 
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事務組織： 

   
 

実施組織代表者 
熱帯医学研究所長 青木 克己   

    
 
 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   

(2－3ヶ月に 1回開催） （年 1回開催）   

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 17名 

    嶋田雅暁（教授）      事業実行委員会委員 9名 

    本田武司（教授）   (内 1名重複） 

    大石和徳（教授）     

    森田公一（教授）     

    宇賀昭二（教授）     

    長谷部太（講師）     

    中澤秀介（助手）     

    坂下鈴鹿（課長）     

 
       

     

 事 務 担 当 者   

 事務局  熱帯医学研究所   

  総務部長 事務長   

  国際交流課長 総務係長   

  専門職員     

  国際交流係長     
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相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
     拠点大学：（英文）National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) 
          （和文）国立衛生疫学研究所 
  実施組織代表者：（英文）Nguyen Tran Hien, Director General, NIHE 
 コーディネーター：（英文）Nguyen Tran Hien, Director General, NIHE 
      

協力大学：（英文）Pasteur Institute of Ho Chi Minh City (PIHCMC) 
          （和文）ホーチミン・パスツール研究所 
  
 (英文) Pasteur Institute of Nhatrang 
          （和文）ナチャン・パスツール研究所  
  
 (英文 ) National Institute for Clinical Research & Tropical 

Medicine 
          （和文）国立熱帯医学臨床研究所 
  
 (英文) National Institute of Pediatrics (NIP) 
          （和文）国立小児科学研究所 
  
 (英文 ) National Institute of Malariology, Parasitology and 

Entomology (NIMPE) 
          （和文）国立マラリア・寄生虫病害動物研究所 
  
 (英文) Institute of Geography, VAST 
          （和文）地理研究所,VAST 
  
 (英文) Bach Mai Hospital 
          （和文）バクマイ病院 
  
 (英文) National Institute of Nutrition (NIN) 
          （和文）国立栄養学研究所 
  
 (英文) Sub. Department of Animal Health of Ho Chi Minh City 
          （和文）ホーチミン動物保健局 
 
 (英文) TayNguyen Institute of Hygiene and Epidemiology（IHE） 
 (和文) タイチェン衛生疫学研究所 
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５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
ベトナムにおける熱帯性感染症のうち蚊媒介性疾患、急性呼吸器感染症、腸管感染症、人

畜共通感染症に注目し、この中から新興・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疫学的研究を行う。特に、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、国際的レベルの成果を目指す。得られた研究成果に基づいてこれらの

感染症に対する効果的な防圧方法を考案、提言する。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
Ｈ１２年度（初年度） 

「熱帯医学」という研究領域の特殊性と、ベトナム側に拠点大学方式プログラムそのもの

が理解されきっていなかったため、対策事業を伴わない研究指向の当事業にベトナム側の

戸惑いもみられたが、共同研究推進意欲は極めて強く、多様な小課題が提示された。１１

月に長崎で開催したセミナーでは関係者が一堂に会し各研究者・グループ個別の位置づけ

に成功した。本格的な調査・研究が立ち上がるまでには至らなかったが、日脳ウィルスに

関しては、分離株の遺伝子配列解析が開始され、９３年以降のものが全て中山タイプであ

ることを明らかにした。また、急性呼吸器感染症グループは肺炎球菌などの病原性菌を患

者の気道分泌液から分離するフィールド調査を開始した。更に、デング熱媒介蚊の腹部斑

紋変異については Hanoi周辺の個体群では暗色の出現頻度が高いことが判明した。多くのグ

ループはベトナム側との間でプロトコールの合意にこぎつけ、データ収集に取りかかれる

段階に到達した。このように事業初年度の進捗状況は満足のいくものであった。 

Ｈ１３年度 

平成１３年度は、全般について実質的なデータの造出と同事業として最初の学術雑誌等へ

の公表を目指した。５小課題の内蚊媒介性感染症を中心に、フィールドの定期調査・採集

が、当初の予定通り本格的に立ち上がり、実質的なデータが蓄積され始めた点が本年度の

最も大きな成果であり、大いに評価出来る。一方で、学術雑誌への公表にまでこぎつける

ことは出来なかった。但し、執筆中のものはあり、また共同研究そのものは順調に進行し

ているので、フィールドスタディーの特殊性を考慮すれば、本年度当初計画で論文公表を

絶対的な到達目標に掲げた事の方に無理があったかもしれない。５小課題各々から提出さ

れた報告書を通観すると、直ぐにはデータの出難いフィールドの研究を核とする共同研究

としては、全体としてほぼ順調に、即ち日・ベ両研究者グループ間で合意されたサンプリ

ング方法で、定期調査などはほとんど中断無く、必要経費の範囲で進捗してきた。特に、

蚊媒介性感染症では、病原体側、媒介蚊側ともあと１シーズン分のデータが蓄積されれば

国際学術誌への公表に耐え得るデータが蓄積されるであろう。両国への研究者交流、共同

研究を通じての研究者派遣そのものも順調に推移し、ほぼ当初予定の通りになった。 

Ｈ１４年度 

平成１４年度は、前年度中に軌道に乗った実質的な調査・研究が滞ることなく、最大量の
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データが蓄積されるよう、各小課題サブコーディネーターから提出された実施計画を可能

な限りそのまま織り込んだ。その結果ほとんどの研究活動は順調に進捗し、投稿中を含め

１０篇以上の国際学術雑誌等への公表論文を産みつつある。特に、日脳とデング熱両感染

症ウィルスの時空的進化を考察する上で有力な手がかりとなるべき遺伝子型の発見など、

地域研究・ベトナム編とでもいうべき一例報告的な研究成果を越えた成果も挙がり始めた

のは大いに喜ばしい。また、年度終了時に各小課題の達成度の自己評価を行い、Ｈ１５年

度に向けての有望小課題絞り込みも果たした。これらはいずれもＨ１４年度の計画概要に

明記されていたものであり、目的は十分に達成されたと考える。同様に年度計画に盛られ

た第２回目のセミナーも、Ｈ１４年１１月にハノイにおいて開催され、別に報告したとお

り極めて盛会であった。 
Ｈ１５年度 
平成１５年度は、SARS流行に続く鳥インフルエンザの流行があった。これらは本来我々の
共同研究の対象となるべき事象であり、ウイルスと呼吸器感染症研究者の一部が緊急疫学

調査の一端を担う形で貴重なデータと経験を蓄積することが出来た。特に、ベトナム側に

は直接防疫活動に関わった共同研究者が相当数あり、今後の研究課題に進化させ得る情報

と根拠が集積された。また、平成 15年度は実行委員会の合意に基づき課題の絞り込みと経
費の重点配分に配慮した結果、日本脳炎、デング熱など蚊媒介性ウイルス感染症を中心と

して一級の研究成果が上がってきた。また、地域の感染症流行に対する環境要因の解析手

法として有力と思われる地理情報システムを活用したアプローチが、有力な協力研究機関

の一つであるパスツール研究所に蓄積されていた疫学資料をもとに実施され、流行動態の

理解に新たな展望が開けた。 
平成１６年度（第Ⅰ期最終年度） 
第１期の最終年度に至りフィールドからのサンプル採取数が分子疫学的解析をするに十分

な量に達した小課題が多く現れ、その資料をもとに日本とベトナムの分業による遺伝子解

析が大いに進んだことが本年度の学術面における第一の特徴である。その結果、各研究グ

ループが対象としている感染症病原体の、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がそれぞれ次第に鮮明になってきた。これは感染症の疫学的成果とし

てまた病原体の進化という基礎生物学的課題に応える成果として大きなものである。一方、

媒介蚊の共同研究には新しい展開がみられた。新開発の殺虫剤や天敵としてのミジンコを

用いたデング熱媒介蚊の防除実験、及びマラリア媒介蚊の生態研究である。 
催事としては第３回国際セミナーの開催が挙げられる。特に今回は長崎大学が推進中の２

１世紀 COEの国際シンポジウムとの共催が実現し、日本とベトナムという２国間、ないし
はベトナムの新興・再興感染症の疫学というローカルな課題を超えた研究者交流と学術情

報交換を果たすことが出来た。 
第１期の最終年度のため当課題は中間評価を受けることとなり、これまで５年間の歩みを

総括し、自己評価を加えて評価のための資料として提出した。 
平成１７年度（第Ⅱ期初年度） 
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中間評価にて「A」評価を得たことから平成１６年度まで５年間の小課題設定は正しかった
と判断し，従来の小課題を引き継ぐ形で平成１７年度の活動を実施した。但し，小課題内

部では研究体制の再構築や新たな目標・追求課題の拡大を図ったもの（マラリア，デン

グ熱，腸管寄生虫）もあった。 

学術成果としては，ベトナムにおける原因不明のウイルス性脳炎症例（患者脊髄液）と

蚊から同種の新種ウイルスを発見したこと，SARS ウイルス診断用抗原を用いた新しい

血清診断法による不顕性感染例の発見などがあった。短期的な成果を挙げ難いフィール

ド研究を主とした本課題ながら，やっと学術雑誌への公表まで漕ぎ着けた成果の多かっ

た年でもあった。公表論文は３７篇で従来より顕著に多かった。 

特記すべきはこの事業の実績が評価され，文科省委託事業である新興・再興感染症国際拠

点形成プログラムのうち「新興・再興感染症臨床疫学拠点」形成事業が，今年度より長崎

大学に委託されたことである。長崎大学では海外研究拠点を NIHE に定め，本年度末に
NU-NIHE Friendship Laboratoryを開所した。今後は JSPSの当事業下の共同研究も大変
やりやすくなると期待される。 
共同研究の協力大学，研究協力者の数は両国とも前年度とほぼ同じで推移した。若手招聘

研究者の合計は１１名であり，全体の丁度５０％に当たる。日本からは３名の博士課程

学生が指導教官と共に訪越し共同研究の一翼を担った。 

 
７．平成１８年度の研究交流目標 
各小課題とも基本的には平成１７年度の研究交流活動を継続，発展させる。 

規模拡大は図らない。 

但し，ポスドク，博士課程大学院生などは積極的に研究協力者に加え，若手育成を意識す

る。ベトナムからの招聘者にも若手研究者を多く加えるよう要請する。 

国際セミナーの成功。 

国際学術雑誌への公表を活発に続ける。 
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８．平成１８年度の交流事業の概要 
８－１ 共同研究 

前年に引き続き４小課題の共同研究を進める。各小課題の内容もほぼ平成１７年度の活動

を引き続き継続進展させる。 

小課題①「蚊媒介性疾患に関する研究」 
日本脳炎ウイルスとデングウイルス：ウイルス分離、遺伝子解析、モニタリングの継続。

原因不明のウイルス性脳炎の病因解明のための調査研究。デング熱重症化因子解明のため

のヒトの遺伝子多型性解析も継続する。 
マラリア：小学児童を中心とした疫学調査の継続。ガメトサイトの検査法の確立。 
媒介蚊：日本脳炎とデング熱媒介蚊のウイルス保有状況と同定。ウイルスの類縁関係の解

析。常温揮発性ピレスロイド練り込み樹脂ネットによる吸血回避効果実験。ミジンコによ

るデング熱媒介蚊の生物学的防除。マラリア媒介蚊の幼虫発生源環境の属性評価、成虫の

分布パターン精査。 

小課題②「急性呼吸器感染症に関する研究」 
小児 ARI 実態調査を継続し、発症児の肺炎球菌抗原に対する液性免疫応答について検討を
加える。肺炎球菌の PspA蛋白、莢膜ポリサッカライドに対する免疫応答を検討する。 
小課題③「腸管感染症に関する研究 
細菌：コレラ菌の耐性遺伝子解析および分子疫学。 

ウイルス：急性脳炎、急性弛緩性麻痺患者等由来エンテロウイルス分離株の実験室診断。

エンテロウイルス 71 の発生動向調査、周辺地域との比較解析。 

寄生虫：新たな調査地域を選定選定し再感染調査を実施。基礎的調査の収集と３度の糞便

検査・駆虫・およびアンケート調査を計画。16年度調査結果の解析、成果の発表。 

小課題④「人畜共通感染症に関する研究」 
ニパウイルス：引き続きベトナム南部におけるコウモリ類の動物の抗体調査を実施する。 

狂犬病：ヒト用狂犬病ワクチンの力価測定。ファージディスプレイ法を用いたヒト型抗狂

犬病グロブリン製剤の作成、臨床使用の検討。狂犬病曝露患者からの抗体産生リンパ球ソ

ースの収集。何れもH17年度の継続 
ハンタウイルス 
北部ベトナムの齧歯類とヒトを対象にハンタウイルスの疫学的研究を継続。平成１７年度

に達成したハンタウイルス診断学に関する研修と技術移転と提供した試薬類等により、ホ

ーチミン市近郊を中心とした齧歯類と ヒトの血清疫学を拡大し流行状況を明らかにする。 
 
８－２ セミナー 

セミナーは本研究活動の成果公表と両国研究者間，異分野（各小課題）研究者間の情報交

換と交流を主たる目的として，隔年毎に日本，ベトナム交互に開催してきた。その例に従

い，平成１８年度はベトナム，ハノイで第４回国際セミナーとして開催することが両国コ

ーディネーター間で合意確認済みである。特に今回は平成１７年度より長崎大学を拠点と
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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 NIHE 設置されたので，この事業と共催予定である。共催は企画そのものにも試み
としての期待がある他，質量共により上回る，より効率的なセミナー保障する。ハノイで

このようなセミナーが開催されれば報道関係者も多数集まり社会への認知度も大いに高ま

る。参加者は，日本から延べ２０名前後，ベトナム延べ４０名前後，その他延べ１０名弱 

で，１２月初旬の３日間を予定している。参加者にかかる経費などは両事業で負担予定。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

共同研究維持とセミナー開催に可能な限り投資し，研究者交流枠は必要最小限に止める。

平成１８年度は，事業打ち合わせのため日本側コーディネーターが数日間訪越する他は，

ベトナム側協力機関の国立マラリア・寄生虫・昆虫学研究所の所長とニャチャンパスツー

ル研究所の所長が数日間づつ訪日し，日本側コーディネーターや関係小課題のリーダーと

今後の共同研究の進め方などについて協議する予定である。 
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS） 

ベトナム

（VAST）
   合計 

日本（JSPS）  19/277    19/277 

ベトナム（VAST） 22/490     22/490 

       

       

       

合計 22/490 19/277    41/767 

 

９－２ 国内での交流計画 

0／  0（人／人日） 

 
 


