
  

拠点大学交流事業  

平成２０年度 実施計画書 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学 ：   東京大学大学院医学系研究科 
（タイ）拠点大学 ：   マヒドン大学 

  

２．交流分野・研究テーマ 

    交流分野：  医学分野 ( Medicine ) 

     （和文）：  感 染 症 と そ の 周 辺 領 域              

     （英文）：  Infectious Diseases and Related Areas        

     交流課題に係るホームページ： 

                http://www.jsps.go.jp/j-bilat/core/data/02_ichiran/13_tokyo.pdf        

 

３．開始年度 

  平成１１年度（１０年度目） 

 

４．実施組織 

日本側実施組織 

     拠点大学：  東京大学大学院医学系研究科 
 
  実施組織代表者： 大学院医学系研究科・大学院医学系研究科長・清水孝雄 
 
 コーディネーター： 大学院医学系研究科・講師・Joseph Green 
 
     協力大学： 京都大学大学院医学研究科・杏林大学医学部・ 

大分大学医学部・東京女子医科大学・琉球大学医学部 
名古屋市立大学大学院医学研究科 

 



事務組織：（実施組織等） 

国際事業部・地域交流課

拠点交流係

司
計
係

東京大学事務局

医学部・医学系研究科副事務長
(庶務担当)

協力校連絡
協議会

研
究
協
力
係

経
理
係

用
度
係日 本 学 術 振 興 会

医学部・医学系研究科副事務長
(総務・経理担当)

医学部・医学系研究科事務長

事  務  組  織

国際交流室
室長（教授）山岨　達也
計画担当
講師　　　　J．　Green
講師　　　　丸山　稔之

交　流　組　織

大学院医学系研究科長
清水　孝雄

国際交流委員会（委員数12名）

委員長(教授）

北　潔

 
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：Mahidol University  マヒドン大学 
 
  実施組織代表者：Mahidol University・President・Pornchai Matangkasombut  
 
 コーディネーター：Mahidol University・Vice President for Research 

International Relations Division, Office of the President・ 
                    Sansanee Chaiyaroj 
 
     協力大学：Chulalongkorn University   チュラロンコーン大学 

Chiang Mai University   チェンマイ大学 
Prince of Songkla University プリンスオブソンクラ大学 
Khon Kaen University  コンケン大学 

 
       協力研究機関：Khon Kaen Hospital       コンケン病院 

                     Songkhla Hospital       ソンクラ病院 
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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 

    感染症に関する理解を深め、その予防、診断、管理、抑制、治療に役立てること。 

    日本とタイがこれらの研究成果の恩恵を等しく享受できること。 
 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 

1. タイの Staphylococcus aureus （ブドウ球菌）がメチシリンとバンコマイシンの耐性

を得たことを発見した。（平松） 

2. EBV 感染に関係のあるリンパ腫の診断技術を向上させた。（石田） 

3. マラリア感染に対する白血球の反応のﾒｶﾆｽﾞﾑの一部を分子生物学的に解明した。（北） 

4. 重症化マラリアにおける宿主の感受性および耐性に関わる遺伝子を、新たに複数発見

した。（北） 

5. タイにおけるＥＢＶの亜型分布を明らかにした。（石田） 

6. 小児の下痢に関係する新型のロタウイルス、ノロウイルスを遺伝子レベルで特定した。

（牛島） 

7. 日本側の遺伝子多型データベース、タイ側の感染症の臨床情報データベースの本格的な

統合作業を開始し、ゲノムワイドアプローチのデータの収納、品質管理、標準化の自動

化に成功した。（松田） 

8. 補体遺伝子群の２遺伝子 SERPING1、DAF のタグ SNP を選び、デング出血熱、デング熱患

者の DNA 検体をタイピングし、関連解析を行った結果、DFA 遺伝子に潜在的有意差を示す

SNP１個を同定した。（松田） 

9. 遺伝子研究および分子生物学的研究に必要な実験技術をタイおよび日本の研究者に指

導した。（松田） 

10. 免疫に関連する遺伝子の多型解析を行った。 (松田) 

11. AIDS への進行に関連するケモカイン受容体における多型機能評価を行った。(松田) 

12. AIDS サブタイプを迅速に判定する手法を開発した。(牛島) 

13. 母子感染により AIDS に感染した母子の自助と相互援助システムを構築した。(牛島) 

14. タイにおいてノロウイルス感染が存在することを初めて実証した。(牛島) 

15. 臨床における迅速な診断に役立つイムノクロマト法システムを開発した。(牛島) 

16. 鳥インフルエンザを検出する PCR 法を開発した。(牛島) 

17. ＥＢウイルス関連Ｔリンパ腫患者の経過の予測に有効なマーカーを同定した。（石田） 
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18. 脳性マラリア感受性と関連する TNFA、iNOS プロモータ領域の(CCTTT)n 多型、脳性

マラリア抵抗性と関連する CD36 遺伝子中の(TG)n 多型を検出した。(北) 

19. 脳性マラリアを含む重症マラリア群で、一部の NKT サブセット（CD56 陽性 NKT 細胞と

CD161 陽性 NKT 細胞）が、合併症を伴わない非重症群に比較して有意に増加している事

を明らかにした。 (北) 

20. クロロキンおよびメフロキン耐性マラリア原虫を解析した結果、耐性関連遺伝子 pfmdr1

の変異がほとんど見られない事を明らかにした。 (北) 

21.タイにおける子宮頸癌・HPV 研究のネットワークの拠点のひとつを構築した。(石田) 

22.研究成果を内外の専門雑誌、国内（タイ、日本）学会、国際学会で発表した。 

23.受動喫煙をＨＰＶ感染及び子宮頸癌の危険因子として同定した。（石田） 

24.感染が治癒するマラリアでは、感染初期に樹状細胞が効率よく増殖することが必要であ 

   るという事を明らかにした。（北） 

25.薬剤耐性マラリア原虫では、２重変異原虫は集団での生存が困難であり、これを代償す 

   るような何らかの遺伝子変異の存在が明らかになった。（北） 

26.TIM1 遺伝子のプロモーターに存在する 3つの SNP 多型が、統計学上有意に脳性マラリア 

   と関連していることが判った。（北） 

27.ＥＢウイルス関連Ｔリンパ腫患者において、血中ウイルスコピー数と患者の予後の関連         

を明らかにした。（石田） 

28.東南アジア諸集団における EB ウイルスの亜型分布を明らかにすると共に、Ｔ細胞指向

性亜型の存在を示唆した。（石田） 

29.ヒトのみならず二枚貝、環境水からの下痢症ウイルスの検出系を作った。（牛島） 

30.ブタからＥ型肝炎ウイルス抗体を見出し、Ｅ型肝炎のヒトへの伝播が推測され。（牛島） 

31.ヒトと動物との組換えロタウイルスをタイのヒトおよび動物の糞便から見出した。 

（牛島） 

32. マラリア感受性に関する宿主因子の同定に関し、TIM1 遺伝子のプロモーター多型と脳性マ

ラリアとの有意な関連を検出した。（北） 

33. 抑制性サイトカインである IL-10 の宿主への障害への関与に関して明らかにした。（北） 

34. ピリメタミン耐性マラリアの出現に関し、dhfr 変異について分子進化学的手法を用いて遺

伝子変異の起こった時期を推定し、耐性の進化拡散の関係を明らかにした。（北） 

35.新たな抗マラリア剤の標的の探索に必要な生化学的な解析が可能な系を確立し、ミトコンド

リアとアピコプラストの相互作用を見出した。（北） 
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７．平成２０年度の研究交流目標 
 
  平成２０年度は以下の４つの大きな課題について研究交流を行う予定である。 
 
(１) マラリアを中心とする新興・再興感染症に関する研究  

 

１）Uncomplicated malaria と severe malaria における制御性サイトカインの役割 

  各種の制御性サイトカインが重症マラリア患者血清中に高レベルで認められることは

よく知られているが、その役割は明らかではない。制御性サイトカインの１種である

IL-10 は、感染における炎症性の応答を抑制しそれによって免疫病理や致死性を防ぐが、

同時に、防御免疫に重要な Th1 応答を抑制するサイトカインでもある。 

マラリアでは、特に重症マラリアとそうでないマラリア患者体内での免疫応答は異な

る。本研究は、抑制性サイトカインが、重症マラリアと軽症のマラリアで異なる役割を

有するとの仮説を立て、それを検証することを目的とする。特に近年、マラリア原虫感

染の診断技術の向上により、発展途上国ではマラリア患者のうち 10〜20％が熱帯熱マラ

リアと異種のマラリア原虫（三日熱マラリアや四日熱マラリアなど）に複合感染してい

ることが明らかになってきた。マラリア原虫複合感染では、単独感染と比較して原虫血

症および病態の重症化が抑制されているが、そのメカニズムは解明されていない。そこ

で、平成 20 年度は複合マラリア原虫感染における病態抑制機構について、ヒトマラリア

およびマウスマラリアモデルを用いて明らかにする。 

 

２）dhfr 変異出現の空間的・時間的解析とメフロキン耐性の解析および薬剤標的の探索 

   耐性原虫の出現および選択に関わりうる因子は多種あるが、もっとも強い影響を及ぼす

のは、当該薬剤の使用である。しかしファンシダールが第一選択薬として用いられていた

時期は、東南アジアは１９７０年代から８０年代、一方メラネシアでは１９９０年代以降

と両地域に約２０年のずれがあり、集団遺伝学的に推定された東南アジアおよびメラネシ

ア由来 lineage の同時期出現を説明することができない。今年度は昨年度に引き続きアフ

リカのサンプルも用いさらに分析を進めると共に、分子進化学的手法を用いて遺伝子変異

の起こった時期を推定し、各フィールドにおける薬剤使用を中心としたマラリア対策・疫

学と耐性の進化拡散の関係を明らかにする。これらの結果からマラリア薬剤耐性関連遺伝

子 dhfr における変異の蓄積とかかる cost について最終的な結論を得る。 

   さらにこの様な薬剤耐性を克服する目的で新規な薬剤標的の探索を継続する。特にマラ

リア原虫のミトコンドリアやアピコプラストなどの宿主とは大きく性質の異なったオル

ガネラに焦点を絞り、それらの相互作用の生理的意義を調べる。 
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３）マラリア感受性に関する宿主因子の同定 

  CR1 遺伝子の多型解析とマラリア重症化との関連について検討する。さらに NK（natural 

killer）細胞レセプター遺伝子群の多様性解析と、そのリガンドである HLA 遺伝子群と

の相互作用がマラリア重症化に与える影響を検討する。 

 

４）鳥インフルエンザ 

  現在、最も新しい新興感染症として注意すべき鳥インフルエンザに関して、東南アジ

ア諸国の現状の把握と対策について、タイ国と共同で基礎および臨床研究を進める。 
 
 
(２) デング熱の発症と病態に関連する遺伝因子の同定 

デングウイルスが原因となって発症するデング熱は、感染者によって軽度な感染から

極めて重篤なデング出血熱まで、その病態が非常に多様であり、宿主の遺伝因子と密接

に関連している。本課題では、全ゲノムアプローチを用いて病態の異なる感染者の遺伝

的多型をタイピングし、デング熱の発症、病態に関わる遺伝子の同定を目指す。（松田） 

 

 

(３) タイにおける感染症の民族疫学 

ウイルス関連地域偏在型腫瘍として、Ｔリンパ腫・上咽頭ガン・子宮頚癌を研究対象

とし、ウイルス（EB ウイルス、パピローマウイルス）と宿主背景から検索を進めるが、

近年注目されている EB 陽性胃癌についても、タイにおける現状を把握する。EB ウイルス

については、異なる腫瘍間での系統解析と発現比較をおこなう。子宮頸癌については、

パピローマウイルス亜型と癌抑制遺伝子多型とが病態に及ぼす影響を検索する。研究対

象腫瘍について、発症関連遺伝子の検索、予後推定マーカーの検索を推進する。（石田） 
 

 

(４) アジアの新興・再興ウイルス感染症と予防・診断・治療・予後の研究 

ワクチン開発を視野において引き続き下痢症ウイルスのヒトにおける分子疫学を行い

診断と、流行型の変化を見る。ヒト－動物間の組換えウイルスを新たに自然界から得る。

食品・環境中の下痢症ウイルスの検出を行う。開発したロタウイルス、ノロウイルスの

迅速診断キットのアジアにおける有用性について現地で試み、遺伝子診断法などと比較

する。ウイルス性脳症における臨床像と病態について共同で検討し、より良い治療に結

び付けて行く。 
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８．平成２０年度の研究交流の概要 
 
８－１ 共同研究 
 

平成２０年度は平成１９年度に実施した３つの共同研究を継続し、新たに１つの共同 
研究（項目２）を開始する。 
各共同研究の詳細な実施計画については、後述する。 

 
1. 「新興・再興感染症に関する研究」 
2. 「デング熱の発症と病態に関連する遺伝因子の同定」 
3. 「タイにおける感染症の民族疫学」 
4. 「アジアの新興・再興ウイルス感染症と予防・診断・治療・予後の研究」 

 

 

８－２ セミナー 
 

平成２０年度は最終年度にあたるので、日本側の拠点大学である東京大学において最終

取りまとめのセミナーを実施する。 

テーマは「新興・再興感染症研究の最近の進展」で、これまでの研究成果の発表を行い、

今後行うべき研究の方向性を討議する予定である。 

本セミナーについての詳細な計画については「１１．セミナーの実施計画」で述べる。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 

 研究の進展にともない、必要に応じて研究者及び研究支援関連担当者、拠点交流事務担

当者などを派遣して連絡調整を行い、今後の研究交流の効率化を図る。 
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９．平成２０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） 

タイ 

（NRCT）
   合計 

日本（JSPS）  22／203    22／203

タイ（NRCT） 32／751     32／751

       

       

       

合計 32／751 22／203    54／954

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

 

３６／１０１ （人／人日） 
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