
 1

 
 

アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１７年度 実施報告書  

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 熊本大学大学院医学薬学研究部 
（ 中 国 ） 拠 点 機 関： 中国医学科学院・中国協和医科大学 

（ タ イ ） 拠 点 機 関： コンケン大学 

（ ｴ ｼ ﾞ ﾌ ﾟ ﾄ ）拠 点 機 関： スエズ運河大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：新興・再興感染症研究ネットワ－ク構築促進及び若手研究者の育成               

（交流分野： 感染制御   ）  

（英文）：Research cooperation and promotion of young investigators in international 

network against infectious diseases 

                   （交流分野：Infection Control）  

研究交流課題に係るホームページ：http://www.medphas.kumamoto-u.ac.jp/topics/index.html                 
 
３．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１７年９月９日 ～ 平成１８年３月３１日 
 
４．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 
新興及び再興感染症の予防・制御法の開発に資する学術的基盤研究を推進するため、熊 
 
本大学大学院医学薬学研究部をコアに、中国、タイ、エジプトなどの研究機関との感染 
 
症研究ネットワ－クを構築し、かつ、日本とアジア・アフリカ地域の研究交流を介して、 
 
若手研究者の育成を図る。各拠点における感染症研究の基盤整備・拡充、および共同研 
 
究を推進する。 
 

   各研究拠点間での研究者、大学院生などの交流を介して、感染防御機構、感染免疫 
 
、感染抵抗性遺伝子・タンパク質についてのゲノミックス・プロテオミックス解析などの 
 
新しい技術・情報の供与と交換を行い、ワクチン開発など感染予防・制御の開発と若手研 
 
究者の育成に向けた共同研究を進める。 
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５．実施組織 
日本側実施組織 
 拠点機関：熊本大学大学院医学薬学研究部 
 実施組織代表者：大学院医学薬学研究部・研究部長・阪 口 薫 雄  

 コーディネーター：大学院医学薬学研究部･研究部長･阪 口 薫 雄 

 協力機関： 熊本大学発生医学研究センタ－、熊本大学生命資源研究・支援センタ－ 
 事務組織：事務窓口；熊本大学医学・薬学等事務部総務課研究支援係長 浜砂建郎 

予算管理；熊本大学医学・薬学等事務部企画課予算・資金係長 村上博昭 
契約窓口；熊本大学学術研究協力部研究協力課専門職員 北原国明 

 
相手国（地域）側実施組織 
（１）国（地域）名：中国 

拠点機関：（英文）Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College 

      （和文）中国医学科学院・中国協和医科大学 

 コーディネーター：（英文）President ・Liu Depei 

 協力機関：（英文）China Medical University 

      （和文）中国医科大学 

 

（２）国（地域）名：タ イ 

拠点機関：（英文）Khon Kaen University 

      （和文）コンケン大学 

 コーディネーター：（英文）Faculty of Associated Medical Sciences・Chair of the department, 

Associate Professor・ Limpaiboon Temduang 

協力機関：（英文）Mahidol University 

     （和文）マヒドン大学 
（３）国（地域）名：エジプト 
拠点機関：（英文）Suez Canal University 

      （和文）スエズ運河大学 

 コーディネーター：（英文）Faculty of Medicine・Professor & Chairman,  El-Gohary  Ahmed 
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６．平成１７年度の研究交流実績の概要 
 

６－１ 研究者交流 

（派遣）海外拠点の２機関（タイ、エジプト）に研究者を派遣し、実施計画及び共同

研究等の協議を行った。 
    エジプトからは、C型肝炎ウイルス感染症の共同研究を強く求められ、本学も

C型肝炎ウイルス感染症の専門家に報告し、研究体制を整えた。また、共同研究
を恒久化するために学術交流協定を締結することで一致し、締結を行った。 

    タイでは、タイ東北部の拠点大学であるコンケン大学医学部を公式訪問し学

部長交流会議を開催した。タイ王室からの Golden Jubilee による
Cholangiocarcinomaの COE研究拠点の成果発表会に参加した。外部委員とし
て研究評価に加わり、研究の助言を行った。また院生を中心とした若手研究者

の交流を活発化する協議を行い、学生交流協定を締結し、18 年度より交流を行
うこととした。続いて、バンコクの Chulalonkorn大学医学部生化学教室を訪問
し、研究室のメンバーらと交流について協議した。また、医学部長を熊本大学

大学院医学薬学研究部長として部局長公式訪問をした。今後の交流について合

意した。タイの鳥インフルエンザ研究の第一人者である医学部の Yong 

Poovorawan 教授を訪問した。タイの鳥インフルエンザ流行の現状と研究体制に

ついて情報の提供を受け、われわれの免疫学研究による共同研究に関して協議

した。また、平成 18 年度に予定している国際シンポジウムへの参加を招請し、
合意した。 

（受入）スエズ運河大学から、学長、医学部長及び感染学専門の研究者を受入れ、今

後の研究打ち合わせ及びセミナ－等の打ち合わせを行った。この学術研究が永

久性を持たせるため、学術交流協定を締結することを確認し、その内容等につ

いて打ち合わせを行い、１８年３月末阪口研究部長らが訪問し、締結を行った。 

６－２ 共同研究 

（派遣）海外拠点の２機関（タイ、エジプト、中国）に研究者を派遣し、感染防御・

免疫に関する指導及び感染症ネットワ－ク構築についての共同研究を行った。

平成 18年度の国際ネットワークとしての活動のための連絡、調整に各施設に研
究者を派遣した。同時に共同研究の協議を個別に進めている。具体的に開始し

たものとして、タイ、中国、熊本大学における鶏インフルエンザの予防のため

の抗体開発においてプロジェクト研究をスタートした。また、エジプトとは C
型ウイルス感染についての研究を開始した。平成 18年度に実質の研究が行われ
る予定であるが、情報交換、資料交換は終了しており、研究の分担も行ってい

る。 
（受入）海外拠点の２機関（中国、タイ）から研究者を受入れ、ＳＡＲＳ研究、寄生
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虫感染による腫瘍発症の研究を中心に感染予防・制御に関する新技術開発につ

いて、共同研究を行った。それぞれの研究者と資料交換、検査成果の交換を行

った。初期段階の研究では成果が出ているといえる。 
６－３ セミナー 

     中国拠点機関の中国医学科学院・中国共和医科大学院医学生物学研究所におい

て、研究報告及び若手研究者の交流を実施した。昆明市のコンファレンス会場

において国際交流シンポジウムを開催した。熊本大からの研究者の講演によっ

て今後の共同研究の推進について説明した。また、中国側の研究成果として SARS

研究の先端の成果が紹介された。オーストラリアのグループとの共同研究で

Nature 誌に発表された共同研究の例が報告され、今後の国際連携の強化を相互

理解した。また次年度のセミナ－開催について説明し、中国側の最高責任者で

ある中国医学科学院・中国協和医科大学の President ・Liu Depei の来日を要請

した。 
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７．平成１７年度の研究交流の成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

    拠点機関の一つである中国医学科学院・中国協和医科大学とは、過去 23 年の

研究協力関係にある。今回、日中共同開催の国際シンポジウムを開催し、研究者

交流を更新することによって、新規メンバーが参加し、相互理解をいっそう深め

ることが出来た。今回の会議はさらに、熊本大学の研究の進展を紹介することが

でき、交流の具体的な焦点を絞ることに有効であった。また、部局長交流も同時

に行い、熊本大学の副学長である小野の参加によって、改めて協力体制を強化す

ることが確認された。 

    スエズ運河大学（エジプト）からは、学長、医学部長、および感染免疫の専門

家である教授が来日し、公式訪問をした。エジプト政府からの交流推進要請に答

える形の交流となった。エジプト大使館からの交流要請は大きな意味を持ってい

る。これに答えて、熊本大学大学院医学薬学研究部の原田教授、赤池教授が訪問

を行い、エジプト側からの要請の具体的な内容に関して詳細な協議を行った。さ

らに、その報告を受けて、本学から崎元学長、阪口医学薬学研究部長が公式訪問

し、大学間交流協定の正式締結を行った。エジプトからは東アジア諸国とは違っ

た感染症に関しての要望がなされている。C型肝炎ウイルスに関しての要請が強

いことから、本研究部の寄附講座の小原教授を含めた共同研究によって支援する

ことが話し合われた。エジプトでの研究は国民の健康に直接関連する研究が求め

られている。これらに関する研究支援は研究者の研修を含めて行われる必要があ

り、今後の研究者交流の詳細に関して検討する必要がある。コンケン大学（タイ）

とは、それぞれ学術交流協定、学生交流協定を締結した。コンケン大学の医学部、

医療技術部との交流は今回の二度にわたる訪問と招請によってさらに内容の深

い交流になっている。若手の大学院学生を 2 名 10 ヶ月間受け入れることが決ま

っている。タイの保健衛生における重要課題である寄生虫感染による肝胆道がん

の発症原因の解明、早期診断技術の開発、それに治療方策のための基礎研究を進

めている。 

 

 

 

７－２ 学術面の成果 

   本年度は共同研究を開始したところである。学術面では中国との国際共同研

究が進んでいる。SARS ウイルス感染を阻止することの出来る高親和性のモノク

ローナル抗体の作成をすすめ、有力なクローンが得られている。タイのコンケ

ン大学との共同研究では肝胆道がんに対する早期診断に用いるための特異的抗
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体の作成を行い、有力な抗体が得られている。この腫瘍の発症原因の解明に関

する細胞周期制御機構の研究が進み、タイからの大学院生による研究論文とし

て発表する予定である。エジプトとの共同研究では新しいがん抑制遺伝子に対

するモノクローナル抗体を用いた診断技術の開発を行い、がん部での発現異常

が認められ、診断キットの開発に向けた研究の糸口を得た。中国訪問で雲南省

の実地検査を行い、鳥インフルエンザ流行についての調査を行った。その結果、

一定の指標となる要素の分析に関しての情報を得た。現在これについて、検討

を開始した。 

 

７－３ 若手研究者養成 

   本学からは 2 名の若手研究者をセミナ－（中国開催）に参加させ、院生との

意見交換の場を設け、また、タイからは研究者と院生が共同研究のため来日し、

長期間の研究を行うことが予定された。 

   若手研究者間の共同研究を通して、若手研究者養成を図った。中国側からの

多くの要請に答えるべく、資金助成について検討を行っている。現在、年間 2

名の 12 ヶ月滞在を熊本県と大学からの支援によって実施している。さらに 4名

程度の支援を行うことを計画している。本研究部からの若手派遣をするための

先方の研究室に関して調整を行っている。 

 

７－４ 社会貢献 

 国際交流を友好的に進めている。アジア地域の研究者とボトムアップの交流

をすすめ、相互の理解を若手研究者のレベルで固めている。テーマを感染症と

し、実質的に先方の国の要請に答えるようにしているため、大きな期待が寄せ

られている。特に、中国、タイとの交流は深まっており、わが国の貢献が評価

されるまでにいたっている。研究成果に関して双方の考え、価値観の調整を行

っており、相互の信頼関係に基づいた共同研究が進んでいるといえる。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 研究開始初年度であり、すべての拠点機関間との相互訪問を中心に活動を行った。

派遣研究者のみの交流にとどめないように次年度以降の課題は全体会議を開催する

こととしている。平成 18 年度には熊本で国際シンポジウムを企画しているので、そ

の場で国際交流・連携を行う予定である。個別会議と全体会議を調和させてネット

ワークを構築することが重要であり、議長大学として責任を果たす予定である。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

    本年度は、該当する発表論文はない。 
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８．平成１７年度における総交流人数・人日数 
（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 中国 タイ エジプト  合計 

実施計画  9/45 3/12 2/10  14/67 日本 

実績  9/40 4/21 3/14  16/75 

実施計画 1/5    1/5 中国 

実績 1/5 

 

   1/5 

実施計画 2/8    2/8 タイ 

実績 3/20  

 

  3/20 

実施計画 2/10    2/10 エジプト 

実績 3/27   

 

 3/27 

実施計画       

実績     

 

 

実施計画 5/23 9/45 3/12 2/10  合計 

実績 7/52 9/40 4/21 3/14  

 

 

 

 

 


