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拠点大学交流事業 
平成 21 年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学 ： 長崎大学熱帯医学研究所 
ベトナム側拠点大学： 国立衛生疫学研究所 

 
 
２．交流分野・研究テーマ 

（和文）：熱帯性感染症の新興・再興の要因とそれに基づく防除対策                   

                   （交流分野： 熱帯医学    ）  
（英文）：Analysis of various factors on emergence and re-emergence of tropical 
infectious disease and their control strategy.                             

                   （交流分野： Tropical Medicine  ）  
          交流課題に係るホームページ：http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/jsps/                 
 
 
３．開始年度 

平成 12 年度 （ 10 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（所属部局・職・氏名）：長崎大学熱帯医学研究所・所長・平山謙二 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：長崎大学熱帯医学研究所・教授・高木正洋 
  

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 
 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 
 神戸大学 大学院医学系研究科 

様式８ 
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 九州大学 大学院医学研究院 
 大分大学 医学部 
 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 
 中部大学 生命健康科学部 
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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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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。） 
（１）国（地域）名：ベトナム 
     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（所属部局・職・氏名）：NIHE・Director General・Nguyen Tran Hien 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：NIHE・Director General・Nguyen Tran Hien 
      
      

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．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．平成２１年度研究交流目標 
 

これまでの研究交流活動を継続、発展させると共に、各小課題とも最終年度であること

を意識し、規模拡大は図らず、この課題が「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」とした基本目標に立脚し、

研究グループ毎に良く協議した上で、平成２２年３月中に「まとめ」を終える。対象とし

た感染症の効果的な防圧方法についても提言し、研究成果の社会還元に努める。平成２１

年１１月２６日～２７日には長崎大学 GCOE「熱帯病・新興感染症の地球規模統合制御戦略」

との共催による国際セミナーを長崎にて開催し、両プログラム間で成果と情報の共有を図

る。従来通りポスドク、博士課程大学院生などを積極的に共同研究に参加させ、またベト

ナムからの招聘者にも若手研究者を多く加えるよう越側代表者/コーディネーターに要請

し、日越協力して若手研究者育成に努める。特に、上記の国際セミナーは、熱帯病と感染

症研究の国際的動向を把握し、研究者ネットワークに加わる良い機会なので、若手研究者

の参加を奨励し発表の機会も与える。一方、共同研究成果の国際学術雑誌への論文公表を

急ぎ進める。拠点大学間（長崎大学と NIHE）の教育と研究に係る緊密な関係は、１９８５

年来四半世紀近くに及ぶもので、大学間学術交流協定も締結されているが、特に平成１２

年来の当事業と平成１７年からの新興・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」形成事業により飛躍的に強化され、今や先端研究を実施できる実験

室も備えた長崎大学の海外教育研究拠点が NIHE に立地し、常時５名以上のスタッフが研究

活動に専念している。よって拠点は形成されており揺るぎないものとなっている。この拠

点を大いに活用し、拠点のより一層の実質化を図る。 
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７．平成２１年度研究交流成果 
 

７－１ 研究協力体制の構築状況 
 

狂犬病ウイルス関係では、パスツールホーチミン研究所（Pasteur Institute Ho Chi Minh 

City: PIHCMC）との協働がスムーズに実施出来るようになった。今後も引き続き PIHCMC と

の連携と研究協力体制を堅持してゆきたい。 

ハンタウイルス関係では、NIHE において、BSL3 実験施設の使用者講習を受け、実際に使

用することができた。NIHE の研究者と協力してラットの野外調査を行うためのネットワー

ク作りができた。ホーチミンでは、PIHCMC の研究者とも、南部の都市部およびハイランド

地区の調査を進めるための研究協力体制を築くことができた。 

マラリアについては NIMPE（国立マラリア・寄生虫・昆虫研究所）と、デング熱などマラ

リア以外の媒介蚊調査は NIHE（国立衛生・疫学研究所）とホーチミンとニャチャンのパス

ツール研究所との共同調査として実施された。解析も共同で行う一方、これまでの研究調

査の収束と今後の発展のため、具体的な項目を挙げてベトナム側と検討した。研究体制は

良好に維持されている。 

呼吸器感染症では、NIHE から長崎大学へ留学中の Dr. Vu Thi Thu Huong を含めたより緊

密な共同研究推進体制が進捗した。 

寄生虫グループでは、NIMPE との間の３年計画の継続調査が終了し、２１年度中に新たな

協力体制の構築は行わなかったが、３年の間に構築された研究協力体制を利用した、実験

データの補足作業は円滑に行われた。 

コレラ疫学調査に関しては、事業を通じて国立衛生疫学研究所（略 NIHE）と Hai Phong, 

Thai Binh 両省の予防医学センターとの人的交流が活発に行われるようになった。 

このように１０年に亘る共同研究は、何れの研究グループに於いても確固たる共同研究

推進体制を構築した。今後何時でも次なる研究活動が再開出来ると思われる。 

 

７－２ 学術面の成果 
 

人畜共通感染症 

狂犬病ウイルスについては収集された 140 例の脳脊髄液（既にヘルペス、エンテロ、日

本脳炎は除外されている）を用いて、抗原迅速診断キットによる狂犬病ウイルス抗原の検

出を試みたが、全て陰性であった。一方、迅速中和抗体検出キットを利用して、狂犬病ワ

クチン接種歴のあるボランティアの血清中の中和抗体保有の確認を行うことが出来た。 

ハンタウイルスでは NIHE スタッフと共同でハイフォン港での調査・ラットの捕獲・採材

の後、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・保存することができた。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については今年度 NIHE の研究者との学術論文として発表した。一方、
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南部ベトナムでは、ホーチミン市(HCMC) 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、パスツールホーチミン研究所（Pasteur Institute Ho Chi Minh 

City: PIHCMC）の研究者との共同研究として学術論文として発表した。さらに、当該患者

の居住地近辺でのげっ歯類の調査を行い、ソウル型ハンタウイルスをドブネズミが保有し

ていることも会わせて報告した。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を調査したところ、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ている。現在、中央ベトナムから南部ベトナムにおける動物を中心と

したハンタウイルスの疫学的解析結果について学術論文の準備を進めている。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。 

ニパウイルスについては前年度にひきつづきベトナム中央高地においてコウモリを採取

し血液を採取してニパウイルス陽性個体を検出した。またこの地域においてコウモリを捕

食する人々のうち同意が得られた人々から血液を採取し同様に抗体陽性と判定できる症例

を発見し現在ウイルス中和試験を実施して最終確認をしている。 

蚊媒介性疾患感染症 

蚊媒介性ウイルスのうち、日本脳炎ウイルスについては、北部ベトナムの 2省（Ha Tay，

Hai Phong），高地 4 省（Kon Tum，Gia Lai，Dak Lak，Dak Nong），中部および南部の各 1

省（Quang Binh，Tay Ninh）において，CDC 型ドライアイストラップ，吸虫管，アニマルネ

ット，捕虫網などを用いて捕集された合計 5 属 21 種 15,225 個体のイエカ蚊成虫から 300

プールを準備しウイルス分離を試みた。JEV は，Culex tritaeniorhynchus から 3 プール，

Cx. vishnui から 2プールの合計 5プール得られた。JEV 分離株の遺伝子解析を行ったとこ

ろ、いずれも 1 型に属していた。Envelope 領域の配列情報を用いて分子系統解析を行った

結果，ベトナム分離株は，高地・北部ベトナムと南部ベトナムの 2 つに分けられ，日本国

内で分離された JEV は前者のグループに含まれることが分かった。また東南アジアに生息

する 1 型ウイルスには 2 つのグループがあり 1 つのグループはアジアに滞留しつづけてい

るが、もう 1つのグループは中国を経て日本に頻繁に飛来していることも明らかにした。  

デングウイルスについては、ホーチミン市において乳児から分離したデングウイルスが B

細胞系の培養細胞に感受性を示すものと蚊細胞で高い感染性をしめす 2 種類のウイルスが

分離され B 細胞系への感受性はデングウイルスＥ蛋白質上の 1 アミノ酸の変異のみで感受

性の変化が発生していることをつきとめた。また平成 21 年にはハノイ市においてデング

熱・デング出血熱の大流行が発生しこれがデング 3型の流行であるとを明らかにした。  

マラリアでは、べトナム側が採取したサンプルを解析して論文刊行にこぎつけた。また

マラリア媒介蚊の方でも、前年度まで精査してきた Leucosphyrus グループの cryptic 
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species についての結果が Parasites & Vectors Journal に受理された。 

デング熱媒介蚊でも殺虫剤抵抗性遺伝子に係る共同研究の結果が PLOS に公表された。 

呼吸器感染症 

カンホア県総合病院における急性呼吸器感染症調査 

2007 年 1 月より開始した Multiplex PCR を用いたカンホア県総合病院小児科病棟入院患

者における小児呼吸器感染症の病原体診断を 2009 年度も継続した結果、2010 年 1 月までの

計 3年間の 13 種類の呼吸器ウイルスの流行の季節性や、年次ごとの変化が観察できた。特

に 2009 年 7 月からブタ由来新型 H1 インフルエンザがカンホア県でも流行したことから、

新たなインフルエンザウイルスの流行の全貌を正確に捉えることに成功したことは、この

研究を 3 年間続けた重要な成果のひとつとしてあげられる。さらに、これら 3 年間の病原

体情報を病院で同時に収集した臨床データと連携し、その相関を統計計算した結果、WHO 定

義で同定された小児肺炎症例のリスク因子として、ライノウイルス感染と RSV 感染がそれ

ぞれ独自に肺炎と相関するものの、インフルエンザと小児肺炎との間に有意な相関は認め

られなかった。加えて本研究からライノウイルスと RSV との重複感染は小児肺炎とさらに

強い相関が認められたことから、ライノウイルスと RSV は肺炎の病原性において相乗的に

働くことが、世界で初めて示唆された。 

抗菌剤に対する薬剤感受性調査 

昨年度にニャチャン市健常小児咽頭壁の常在菌調査を実施したが、本年度はこれら分離

された常在菌の抗菌剤に対する薬剤感受性についても検討した結果、相当の割合の肺炎球

菌（ペニシリン耐性 14.8%、エリスロマイシン耐性 84.5%）がすでに薬剤耐性を獲得してい

ることが判明した。 

ハノイバクマイ病院における不明熱研究 

本年度は、国内最大の国立医療機関であるバクマイ病院の感染症病棟へベトナム在住の

吉野が定期的に病棟回診し、また有吉、吉田が複数回訪問することにより、今後の同病棟

において経験した不明熱疾患を対象にした臨床研究に関する立案を試みている。しかし、

具体的な研究計画はまだ完成していない。 

腸管感染症 

20 年度までに行われた継続調査の結果、興味深い多くの知見が得られていた。そこでプ

ロジェクトの最終年度は今までに得られたデータを纏めて学術雑誌に報告することに費や

した。その結果、本年度中に 6 報の原著論文（うち 3 報は印刷中）を報告することが出来

たため、学術面の成果は充分に得られたと考えている。 

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。今年度の成果はベトナムにすでに

O139 コレラ菌が侵入しており、南部から北部に至るまで環境水中に存在していることが証

明できたことと、環境水中にはコレラ毒素遺伝子をもったコレラ菌は検出されなかったこ

とである。 
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７－３ 若手研究者養成 
 

狂犬病グループは、PIHCMC でイムノクロマト法による迅速診断キットの臨床現場での利

用に関して、若手研究者らにその可能性と有用性を教授した。 

ハンタウイルスグループでは、NIHE および PIHCMC の若手研究者と共同研究を行い、学術

論文を発表した。今年度は論文の準備から発表をともに行い、このプロセスを共有するこ

とによって若手研究者の養成に貢献したと考えられる。 

呼吸器感染症グループ関係では、Vu Thi Thu Huong 女史が長崎大学医歯薬学研究科博士

課程に在籍し、自ら確立した Real-time PCR 法にてカンホア県病院急性呼吸器感染症調査

由来咽頭ぬぐい液検体を用い、肺炎起因菌（肺炎球菌、インフルエンザ桿菌、モラキセラ

菌）の定量化を完了させ、肺炎球菌の菌量と臨床的肺炎との相関を示した。さらに、

Multiplex PCR を用いて分子生物学的に肺炎球菌の血清型を同定し、病原体株と菌量との相

関についても証明した。現在、これらの結果をまとめた論文作成が終了し米国誌に投稿中

である。同論文が同女史の博士論文として提出される予定である。 

腸管寄生虫グループでは、若手研究者の Dr. Houng を神戸大学に招聘し（平成 21 年 8−9

月）、肝蛭症の血清診断法（ELISA 法）の改良と共に、本法と糞便検査法との感受性や特性

性の比較試験を行った。この招聘では、Dr. Houng が肝蛭卵陽性の糞便や血清を持参したた

め、余分のこれら検体は本学の学生実習に貢献することとなった。 

コレラグループでは、Nguyen Dong Tu が長崎大学熱帯医学研究所で、また Ngo Tuan Cuong, 

Tran Huy Hoang、は NIHE で PhD コースへと進み、Le Thanh Huong、 Nguyen Hoai Thu は

修士課程へと進んでいる。これら 5 名が共同研究のため 4 週間来日したので研究指導を行

った。 

 

７－４ 社会貢献 
 

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。今年度中の活動でも下記の事例が報告されてい

る。 

港湾地区および都市部におけるソウルウイルスコロニーの発見や、ソウルウイルスの侵

入は認められなかった中央部のハイランド地区においてトッタパラヤンウイルスの常在が

明らかとなった事実は、新たな公衆衛生上の問題を提示した。 

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ている。特に

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。 

小児肺炎は、依然として世界の子供の最も大きな疾病負担となっている。我々のデータ
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は、小児肺炎について東南アジアで最も規模が大きくまた 6種類の最近から 13 種類のウイ

ルスまで網羅的に示したものであり、東南アジアの小児肺炎を理解する上で、非常に有用

であると信じる。また、肺炎球菌の血清型に関するデータは、将来の肺炎球菌ワクチン予

防を選定するうえで有用である。 

２度の野外調査では、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。 

ベトナムにおけるコレラ流行時に、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。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 
 

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 を中心としたベトナム側研究機関は、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

プログラムをいましばらくは継続したいという強い希望が示された。以上の総括と希望は、

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されたい。 

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て

いる。 
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７－６ 本研究交流事業により発表された論文 
   
平成２１年度論文総数 31 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  24 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの 17 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２１年度研究交流実績概要 
 

８－１ 共同研究 
 

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あった。日本から

の共同研究のための派遣研究者数は２３名で、前年を上回った。但し、延べ滞在日数は減

少した。即ち、短期出張型の研究者が多数渡越したということになる。これは今年度が最

終年度であったために各研究者とも新たな課題展開は控え、ベトナムにおけるフィールド

研究の総括と補足データの収集が主たる渡越目的であったことを推察させる。一方、ベト

ナムからの来日研究者の方は、延べ人数、期間ともに減少した。但し、これは１１月の国

際セミナーへの渡日者が多かったことによるもので、共同研究活動の低下を意味しない。

それは今年度の論文総数が 31 本で例年より多かった事実から十分に立証されよう。 

 

８－２ セミナー 
 
隔年毎に日越交互に開催してきた国際セミナー（第５回）を、今回は長崎大学医学部坂

本キャンパス・ポンペ会館・良順会館で、平成 21 年 11 月 26 日 ～ 平成 21 年 11 月 27

日の 2 日間に亘って開催した。特に今回は当事業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、両プログラム間の成果の

共有を担保すると共に、研究者交流を促進し研究者ネットワークの強化を図り、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を追求した。日越両国の JSPS 側参加者は、

４小課題の成果を口頭発表し、GCOE の講演にも積極的に参加して討論に加わった。 

創薬を含む最先端の感染症関連医科学に力点を置く 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、新たな国際共同研究追求の可能性も生まれ、企画と

しては大いに成功したと評価される。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 

研究を伴わない交流は必要最小限に止めるという従来の方針は今年度も貫いた。但し、今

年度は長崎にて国際セミナーを開催したことにより、アイン NIHE 副所長他日越ともプログ

ラムのキーパーソンが一堂に会する機会があり、これまでの総括を含め、十分な協議と交

流を行う事が出来た。日越双方からこのプログラムの終了を惜しむ声が強く挙がっていた。 
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９．平成２１年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 ベトナム  合計 

日本 
実施計画  19/237  19/237 

実績 25/200  25/200 

ベトナム 
実施計画 29/490   29/490 

実績 25/330  25/330 

 
実施計画     

実績    

合計 
実施計画 29/490 19/237  48/727 

実績 25/330 25/200  50/530 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 
実施計画 実  績 

  11 ／ 33 （人／人日）
 6 ／ 19 （人／人日） 

（ 1 ／  3  ） 
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１０．平成２１年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 
―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 

（和文）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）Analysis of various factious on emergence and re-emergence 

of tropical infectious diseases and their control strategy 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）高木正洋・長崎大学熱帯医学研究所・教授 

（ 英 文 ） Takagi  Masahiro, Professor, Institute of Tropical 

Medicine, Nagasaki University 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Nguyen Tran Hien 

Director General, National Institute of Hygiene and Epidemiology

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 ベトナム  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  18/234  18/234 

実績 23/194  23/194 

ベ ト

ナム 

実施計画 15/420   15/420 

実績 10/255  10/255 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 15/420 18/234  33/654 

実績 10/255 23/194  33/449 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

21 年度の研究交流

活動及び成果 

 

本事業最終年度であるが、研究協力体制構築状況は、全小課題共順調で、

組織だった共同研究が進められ、H21 年度は特に成果の国際学術雑誌へ

の論文公表を目指した。日本からの派遣研究者数は共同研究の小課題①

蚊媒介性疾患に関する研究では 6名、小課題②呼吸器感染症に関する研

究では 4 名、小課題③腸管感染症に関する研究では 5 名、小課題④人

畜共通感染症に関する研究では 2 名、合わせて 17 名であった。ベトナ

ムからの受入研究者数は、小課題①蚊媒介性疾患に関する研究では2名、

小課題②呼吸器感染症に関する研究では 3名、小課題③腸管感染症に関

する研究では 3名、小課題④人畜共通感染症に関する研究 2名、合わせ

て 10 名であった。内５名の来日ベトナム若手研究者は、平成 21 年 11

月に開催したセミナーで今までの共同研究成果について発表を行った。

成果については、７－２学術面の成果のとおりである。 
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日本側参加者数  

17 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

10 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）JSPS 拠点大学交流事業 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 ） Analysis of various factors on emergence and 
re-emergence of tropical infectious disease and their control 
strategy. 

開催時期 平成 21 年 11 月 26 日 ～ 平成 21 年 11 月 27 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・長崎市・長崎大学医学部坂本キャンパス・ポンぺ会

館・良順会館 
（英文）Ryojun Hall & Pompe Hall, Nagasaki University 
Sakamoto Campus, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）高木正洋・長崎大学熱帯医学研究所・教授 
（ 英文） Takagi Masahiro, Institute of Tropical Medicine, 
Nagasaki University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
( 日本 ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 6/19
B. 
C. 23/47

 
ベトナム 
<人／人日> 

A. 15/75
B. 6/24
C. 

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 21/94
B. 6/24
C. 23/47

A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
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C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計し 

ないでください。） 

 
 
 

 

セミナー開催の目的 当事業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」と共催する。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す。GCOE 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を図り、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を広げる。 

 

 
セミナーの成果 感染症を対象とするも切り口の異なる GCOEと JSPSの研究者集団が

一堂に会し異分野間研究情報の共有と交流を達成した。全体は１キ

ーノートレクチャーとオーラルプレゼンテーションによる４セッ

ション構成であった。特に今回は事業最終年のため、各セッション

に於いて各研究グループの１０年の成果を１～２題、シニアー研究

者に総論の形で発表してもらった。このため各論は少なく２３題と

なったが、この内越側からの８題、日本側からの２題は４０才以下

の所謂若手研究者による発表であった。医歯薬学総合研究科の大学

院生を含む常時１０名以上の若手研究者の出席も見られた。JSPS の

プログラムは今年度で終了するが、新たな国際共同研究追求の可能

性も生まれ、企画としては大いに成功したと評価される。 
 

セミナーの運営組織 日越双方のコーディネーター、GCOE のセミナー担当委員他数名によ

る準備委員会を中心に運営した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 （内容） 外国旅費   2,438,360 円 
国内旅費    572,380 円       

合計    3,010,740 円 
ベトナム国側 （内容）        金額  なし 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 ベトナム  計 

日本 
実施計画  1/3  1/3 

実績 2/6  2/6 

ベトナム 実施計画 0/0   0/0 

実績 0/0  0/0 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 0/0 1/3  1/3 

実績 0/0 2/6  2/6 

② 国内での交流  0/0     人／人日 
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１１．平成２１年度経費使用総額 
（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 572,380  

外国旅費 13,085,565  

謝金 559,140  

備品・消耗品購入費 5,492,395  

その他経費 401,503  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

463,617  

計 20,574,600  

委託手数料 2,057,400  

合  計 22,632,000  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 
 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 1,655,436 4/70 

第２四半期 4,020,153 10/111 

第３四半期 8,804,808 30/283 

第４四半期 6,094,203 12/85 

計 20,574,600 56/549 

 


