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アジア研究教育拠点事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 九州大学大学院医学研究院 
（ タイ側   ）拠点機関： マヒドン大学シリラ病院 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 造血障害の研究・教育交流拠点の形成とアジア血液学の創出                 

                    （交流分野： 血液学     ）  
（英文）： Establishment of a collaborative research and education center for      

   hematological disorders in Asia.                            

                   （交流分野： Hematology   ）  
研究交流課題に係るホームページ：http://www.med.kyushu-u.ac.jp/pediatr/  

 
３．開始年度 

平成 18 年度（3 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：九州大学大学院医学研究院 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：九州大学医学研究院・研究院長・髙栁 涼一 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：九州大学大学院医学研究院・教授・原 寿郎 
 協力機関：九州大学病院・九州大学大学院薬学研究院・九州大学生体防御医学研究所・ 

九州大学情報基盤センター・福岡大学医学部・福岡大学薬学部・鹿児島大学 

大学院医歯学総合研究科・琉球大学医学部・秋田大学医学部・金沢大学 

大学院医学研究科・国立病院機構九州がんセンター 

 
 事務組織：九州大学国際交流部国際交流課，九州大学財務部経理課，九州大学医系学部

等総務課，九州大学医系学部等財務課，九州大学医系学部等学術協力課 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１） 国（地域）名：タイ 
拠点機関：（英文）Siriraj Hospital Mahidol University 

      （和文）マヒドン大学シリラ病院 
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 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 
（英文）Siriraj Hospital・Professor・Wanachiwanawin Wanchai 

 協力機関：（英文）Ramathibodi Hospital Mahidol University, Faculty of Tropical 
Medicine・Mahidol University, The Thalassemia Research Center 
(Institute of Science and Technology for Research and 
Development) Mahidol University, Faculty of Pharmacy Mahidol 
University 

      （和文）マヒドン大学ラマチバディ病院, マヒドン大学熱帯医学部,  
マヒドン大学サラセミア研究所, マヒドン大学薬学部 

 経費負担区分：パターン２ 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
九州大学を核とした本邦における造血障害研究拠点と、タイ国マヒドン大学内に共同で

設立する交流拠点が、相互間で情報と人的な交流を恒常的に行うことによって、アジア諸

国の研究者たちと日本の研究者たちが深い信頼関係を築くこと、さらに、将来にわたって

お互いにとって有益でかつ先進的な研究成果を挙げる基盤を作ることを目標とする。学術

的には、①アジアにおける造血障害の現状の把握、②分子病態の解析、③患者の生活の質

の向上のための方策の提案、④新規治療法の開発、さらにはこれらを通して⑤新しい学問

としてのアジア血液学の創出を目標とする。アジア血液学の創出とは、血液病学をアジア

に適したものに再構成し、かつ、アジアの血液疾患を理解するために必要な研究を集中し

て行い、特異的な病態の解明と、予防・治療法の開発を行うことである。一方、人材の育

成に関しては、アジアの中核都市のひとつとなるべき地理的・歴史的必然を持つ福岡市の

大学として、本課題で構築される学術交流体制はきわめて重要な意味を持つ。アジアから

研究者・学生を招聘し、共同研究と教育を行い、日本に親和性をもったアジアの人材を育

成すること、そして福岡からアジアに日本人研究者・学生を送り出し、アジア指向をもっ

た日本の人材を育成することが目標である。 
 
６．平成２０年度研究交流目標 
この 2 年間にマヒドン大学で４回、九州大学で３回の領域別会議・ワークショップ・ア

ジア血液セミナーが開催されたことにより、当初計画された共同研究が十分な討議の下で

評価され、両国における疾病構造の差異が明確になった。また、タイと日本の若手研究者

が短期留学の形式で積極的に研究交流を行うことにより、両国研究者間における研究の方

向性や研究環境の隔たりも明らかとなり、このことは相互理解をより深める結果となった。

本年度はこれらを認識・理解した上で、各領域の共同研究課題を積極的にすすめて研究交

流基盤を確立する。“アジア血液学”を創出するため、若手のみならず中堅研究者の研究交

流も深めて、各領域からコアとなる細目を具体的に再検討して研究交流をさらに活性化さ

せたい。 
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７．平成２０年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

平成 18 年から開始した 8 部門の各研究領域を今年度から 9 部門に再構築し、各テーマ

の共同研究を推進している。本年は九州大学とマヒドン大学での各セミナーを中核として、

各部門に別れ両国の研究者が、専門領域の検討会議を進めた。第 3 回セミナーは 6 月九州

大学における第 18 回日本産婦人科新生児血液学会の開催に併せ、とくに R-2.4.8.9 を中心

にとした研究報告と討議が多くの参加者を得て行われた。その後タイの政情が不安定とな

ったが、R-1 を中心に両国のメンバーは活発に研究交流を行った。タイの若手研究者も短期

滞在（留学）型の共同研究（R-1,R-5）で成果を上げ、複数の論文報告が予定されている。

第 4 回セミナーはタイの政情からセミナー開催が予定より遅れたものの、2009 年 2 月に 2

領域以外のコアメンバーが全て参加して、各専門領域の進捗状況を確認し、共同研究を成

果に結びつけるための全体会議を行った。これまでの交流から各領域において、研究成果

を着実に共著の形で報告する体制とすることが確認された。 

 

７－２ 学術面の成果 

今年度の各セミナーと研究グループの検討会議も討議に十分な時間をもうけた。これま

での研究交流から、赤芽球系前駆細胞の分化増殖にmicroRNAや IGF-2が関与していること、

さらに microRNA のいくつかは溶血性貧血における重症度に関わることなど明らかにされ、

その成果が論文報告された。タイで問題となっているサラセミアと血栓症の関係は日本で

も確認され論文報告された。高 IgE 症候群や IRAK4 異常症などの原発性免疫不全症、血球

貪食症候群また血栓症の一部は、宿主の感染症の種類と密接に関連し、両国の環境と遺伝

的背景を解析する適切な疾患対象となる。現在、検査を標準化し共通の診断基準を検討中

である。EB ウイルス関連リンパ増殖症のうち慢性活動性 EB ウイルス感染症は認識されて

いないもののリンパ腫を含めた調査研究、あるいは造血不全症の診断と治療研究が具体化

している。これらは感染症と血液疾患の関わりから、新規疾患の発見、診断そして治療に

結びつくアジアの共同研究基盤に基づいた血液・免疫学の創出に発展すると期待される。 

 
７－３ 若手研究者養成 

分子生物学的手法によるトランスレーショナルリサーチ、フローサイトメトリあるいは免

疫染色を応用した臨床検査医学および病理診断技術、さらに臨床血液学・造血幹細胞移植

の分野においてタイの若手・中堅研究者が数か月間に日本に滞在し、研究活動を行った。

各現場では、タイからのコアメンバーもしばしば来日し実践的な議論と実験が活発に行わ

れている。タイの政情不安から今年度は日本からタイへの滞在研究者が少なかったが、今

回の研究交流も、両国の若手研究者を大いに刺激し、相互の信頼に基づく共通研究基礎が

築かれている。 
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７－４ 社会貢献 

福岡で開催した第 3 回セミナーは、第 18 回日本産婦人科新生児血液学会の時期に開催され

たため、日本国内の血栓止血の専門家、産婦人科医および新生児医が約 200 名参加した会

場で複数のシンポジウムに多くの参加者を得た。Ampaiwan 教授を中心に両国の血液免疫疾

患に関して活発な討議が行われた。バンコクで開催した第４回セミナーでは、マヒドン大

学の関連施設に広報し、医師・研究者、検査技師などコメディカルスタッフも多数参加し

て、日本のコアメンバーと活発な議論が交わされた。これらは JSPS-NRCT によって支援

されたマヒドン大学と九州大学の医師のみならず、血液免疫学に関連した基礎・臨床医学

に関わる多くのものに、国際共同研究の重要性を示す社会的インパクトを与えたと思われ

る。 
今年度も日本に短期滞在したタイの研究者は生活環境、社会経済の差を体験しながら、

共同研究を進めた。タイの政情不安により日本からの滞在型による研究派遣はなかったが

研究交流は盛んで、将来長く共同研究を進める上で両国の基本的な社会構造の違いを相互

認識することができた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

これまでの若手研究者交流とセミナーを通じて、両国の研究者は相互理解を深め、両国間

の血液疾患における共通点と差異を実感することができるようになった。その結果、各研

究グループは相手国の研究背景と比較しながら自国の研究の意義を再評価しいくつかの成

果報告に発展させることができた。アジア諸国が信頼関係を築き、互いに有益かつ先進的

研究成果をあげるためには、特異な疾患の病態解明と新規診断・治療・予防法を共同で開

発し、その成果を報告しなくてはならない。アジアに特有な疾患の本質を深く理解するた

め知識技術を共有し、今後実践的な新しい技術開発に取り組んだ成果を共同で発表してい

くことが重要である。また、予防医学、高度医療さらには医療の支持体制までを含めた両

国の問題点も理解しなければならない。この研究プログラムを発展させ、若手を広く育成

して、高い倫理観と深い医学知識技術を有する医学者・医療者をアジアから輩出させたい。 
 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数  43 本  

   うち、相手国参加研究者との共著 4 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 6 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２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

18、19 年度の研究交流成果をもとに各領域の実績から、以下のように共同研究の再構築を

行い、共同研究を推進した。 

1） サラセミア、マラリアその他の貧血症（R-1）： 

分子病態の解析、造血細胞移植による治療成績向上、さらに遺伝子・再生医療開発のた

め、赤芽球系細胞の microRNA 発現と疾患の解析をすすめ成果の一部を論文報告した。 

Fucharoen Suthat 教授が、8 月に保健学科病態情報学に来訪し、保健学教育講演会に参加

するとともに、Ms. Kanitta の実験計画（R-1）について討議した。同教授は 11 月に、第

3 回保健学国際フォーラムにて特別講演「Thalassemia in Thailand」を行い、その後活発

なグループ討論を行った。8 月日本臨床検査学教育学会に、マヒドン大学検査技術学部

クルナリー準教授が「The Thai Medical Technology Education : An Unique Growing 

Pathway」の特別公演を行い、ファンチップ準教授およびスダラート準教授は、一般演

題でそれぞれ、「A Preliminary Study of Diverse Sources and Methods for Preparation of 

In-house Control Materials for CBC.」、「The Current Situation on Specimen Refusal of Thai 

Clinical Laboratory」を口演発表した。 

2） 造血不全症の国際比較研究（R-2）： 

日本とアジアでの病型や病態、治療反応性を比較検討し、関連の深い分子異常について

検討し、解析精度を整え HLA の遺伝子多型の両国の差などの比較検討を行っている。 

3） 造血幹細胞移植（R-3）： 

造血幹細胞移植法を両国で比較し、移植片対宿主病（GVHD）の実態、日本人とタイ人の

HLA の遺伝子多様性などを比較検討中である。 

4） リンパ増殖性疾患と難治性 EB ウイルス関連疾患（R-4）： 

アジアに多い EB ウイルス関連リンパ増殖症の疫学、病態解析、診断および治療を比較

中である。慢性活動性 EB ウイルス感染症がタイでも 1 例を確認し解析中である。EBV

関連リンパ増殖性疾患の疫学調査票が完成し、送付と解析方法を検討中である。 

5） 遺伝子・再生医療と免疫細胞療法（R-5）: 

伝統的に用いられてきたタイ国産ハーブ薬の抗腫瘍効果について腫瘍細胞株とマウス

モデルを用いて、悪性腫瘍に対する新規免疫細胞療法の開発研究をすすめている。 

6）血液学の臨床と研究におけるＩＴの応用（R-6）: 

九州大学とマヒドン大学あるいはチュラロンコン大学の間で計7回の高解像度映像のテ

レカンファレンスを行った。この高速ネットワークを用いた遠隔会議、遠隔医療シンポ

ジウムを、アジアの両基幹施設の関連病院に拡張する計画である。 

7）酸化ストレス疾患機序解析と天然物質の抗酸化活性評価（R-7）: 

サラセミア患者における鉄過剰時の酸化ストレスを評価するため、生体レドックス動態

を画像解析する条件等を検討した。タイより遺伝子改変マウスを受け入れる体制を整え

つつある。 
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8）血液凝固異常（R-8）: 

血液凝固検査をはじめとした臨床検査の標準化を行っている。凝固異常に関与する責任

遺伝子の解析から、ProteinC 欠損症と感染症またサラセミアとの関係を日本で見いだし報

告した。臨床検査医学の康東天教授（R-8）と Myung-Shik Lee 教授(Samsung Medical Center）

が R-8 の打ち合わせを 12 月に BMB2008 シンポジウムにて行った。 

9）免疫不全症（R-9）: 

高 IgE 症候群の原因遺伝子解析、および X連鎖無γグロブリン血症と IRAK4 異常症の迅

速診断法に関して共同研究を開始した。 

 

 

 

８－２ セミナー 

１）JSPS Asian CORE program: 3rd JSPS “ Asian Hematology Seminar in Fukuoka ” 
独立行政法人日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 JSPS Asian Core Program 

第 3 回「アジア血液学セミナーin 福岡」（平成 20 年 6 月 27～28 日 九州大学百年講堂）

今回は、周産期の血液、免疫領域に焦点を絞り、最近の進歩と両国における問題点を討議

した。１日目は、新生児血液疾患について、先天性貧血と血小板減少、ビタミン K 欠乏症

に関する最近の進歩と問題点について研究報告が行われ、活発に討議された。２日目は、

母体と胎児新生児の免疫学的課題について、新生児自己炎症性症候群、母子免疫について

研究報告が行われた。 

 

２）JSPS Asian CORE program: 4th Workshop of “ Asian Hematology in Bangkok ” 

独立行政法人日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 JSPS Asian Core Program 

第 4 回「アジア血液学セミナーin バンコク」（平成 21 年 2 月 20 日 マヒドン大学シリラ

病院） 

赤芽球系造血、造血細胞移植と出血凝固異常、造血不全・幹細胞と原発性免疫不全症、

およびリンパ腫病理の研究報告が行われた、さらに成果をあげるべく、これまで以上に密

な研究交流を積極的に推進することが約束された。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

該当なし 
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９．平成２０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 タイ  

韓国 

（日本側）
ハワイ  合計 

日本 
実施計画  58/226    58/226 

実績 12/45  1/6  13/51 

タイ 
実施計画 40/229     40/229 

実績 9/232    9/232 

韓国 

（日本側） 

実施計画       

実績 1/3    1/3 

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

合計 
実施計画 40/229 58/226    98/455 

実績 10/235 12/45  1/6  23/286 

 

※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 

 20 ／68   （人／人日）  2／6  （人／人日） 
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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１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）サラセミア、マラリアその他の貧血症 

（英文）Thalassemia, malaria and other anemias 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）梅村創・九州大学大学院医学研究院・教授 

（英文）Tsukuru Umemura, Kyushu University Hospital, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Suthat Fucharoen・Mahidol University Hospital, Professor 

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 タイ  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  8/40  8/40 

実績 4/16  4/16 

タイ 実施計画 8/40   8/40 

実績 7/182  7/182 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 8/40 8/40  16/80 

実績 7/182 4/16  11/198 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

１）正常赤芽球造血では、microRNA-155、451 の発現パターンが劇的に

変化し赤芽球系分化過程の重要な分子であることが示され、「臨床病理」

雑誌に発表した。健常者において古い赤血球にいたるまで microRNA を

高濃度保持していることが明らかとなり、学会発表した。サラセミア疾

患では、ある種の microRNA が未熟な赤芽球系前駆細胞で異常に高発現

しており、疾患の重症度と相関していることを見いだし英文雑誌に投稿

した。さらに溶血性貧血でプログラム細胞死に関与する microRNA が高

発現することを明らかにし英文誌への投稿準備中である。またサラセミ

ア異常を持つトランスジェニックマウスで同様の microRNA の発現が更

新していることを発見し、英文誌への投稿を準備中である。 

２）マラリア感染に関与する microRNA の解析を久枝準教授との共同

研究で、in vitro 培養系で解析中である。基礎実験をほぼ終了し、培養

系でヒト赤血球へ安定した感染が生じることを確認した。 
３）スータット教授は、平成 20 年 8 月にサラセミア検体を持って来訪
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し、保健学教育講演会に参加するとともに、特別研究生、Ms. Kanitta
の実験計画についてグループ討議した。11 月には、第 3 回保健学国際

フォーラムにおいて特別講演「Thalassemia in Thailand」によりタイ

におけるサラセミア治療の現況を総説講演し（座長：梅村）、その後活

発なグループ討論を行った。 
４）マヒドン大学の博士課程大学院生、Ms. Kanitta Srinoun は、平成

20 年 7 月 1 日より平成 21 年 2 月 28 日まで特別研究生として九州大学

医学系学府保健学専攻に在学し梅村研究室でサラセミアの microRNA
解析を行った。多くの成果を上げ、現在 3 つの論文を準備中である。 
５）平成 20 年 8 月、日本臨床検査学教育学会に、マヒドン大学検査技

術学部クルナリー準教授を招聘し、「The Thai Medical Technology 

Education : An Unique Growing Pathway」のタイトルで特別公演を開

催した（座長：大澤進教授）。ファンチップ準教授およびスダラート準

教授は、一般演題でそれぞれ、「A Preliminary Study of Diverse Sources 

and Methods for Preparation of In-house Control Materials for CBC.」、

「 The Current Situation on Specimen Refusal of Thai Clinical 

Laboratory」を口演発表した（座長：梅村）。 

日本側参加者数  

12 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

12 名 （１４－２（ タイ）側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）造血不全症の国際比較研究 

（英文）Cross-national research of bone marrow failure syndrome

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）中尾眞二・金沢大学大学院医学研究科・教授 

（英文）Shinji Nakao, Graduate School of Medical Science, Kanazawa 

University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Surapol Issaragrisil ・ Siriraj Hospital, Mahidol University, 

Professor 

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 タイ  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  2/6  2/6 

実績 0  0 

タイ 実施計画 2/8   2/8 

実績 0  0 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 2/8 2/6  4/14 

実績 0 0  0 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

タイ Siriraj 病院の再生不良性貧血患者の血液について、金沢大学が技

術指導した高感度フローサイトメトリによるPNH型血球検出を行ったと

ころ、3 割の患者に微少 PNH 型血球が検出された。ただし、日本の症例

ほど検出率が高くないため、さらに問題がないかどうかを現在検証中で

ある。また、PNH 型血球を検索した再生不良性貧血については、HLA-DRB1

アレルタイピングのため DNA 保存が行われた。 

日本側参加者数  

9 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

2 名 （１４－２（タイ）側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）造血幹細胞移植 

（英文）Hematopoietic stem cell transplantation 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）豊嶋崇徳・九州大学病院・准教授 

（英文）Takanori Teshima, Kyushu University Hospital, Associate 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Suradej Hongeng・Ramatibody Hospital, Associate Professor 

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 タイ  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  6/24  6/24 

実績 0  0 

タイ 実施計画 4/24   4/24 

実績 0  0 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 4/24 6/24  10/48 

実績 0 0  0 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

今年度は，政治情勢による日程調整不調により，実施できなかったため、

e-mail にて議論を行った。 

１）Mahidol 大学と九州大学での造血幹細胞移植の実施対象疾患、方法

について比較し、日タイの実態の比較をすることは可能か？ 

２）移植後のウイルス感染症のモニタリング法、治療法を比較する調査

は可能か？ 

について、検討した。 

日本側参加者数  

13 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

3 名 （１４－２（タイ）側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）リンパ増殖性疾患と難治性 EB ウイルス関連疾患 

（ 英 文 ） Lymphoproliferative disorders and refractory 

Epstein-Barrvirus related diseases 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）大賀正一・九州大学病院・准教授 

（英文）Shouichi Ohga, Kyushu University Hospital, Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Sanya Sukpanichant・Siriraj Hospital, Professor 

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 タイ  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  5/20  5/20 

実績 2/10  2/10 

タイ 実施計画 4/20   4/20 

実績 0  0 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 4/20 5/20  9/40 

実績 0 2/10  2/10 

② 国内での交流  1/3     人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

Thai には慢性活動性 EBV 感染症患者の存在が不明で、EBV 関連リン

パ増殖性疾患の共通概念確立が難しいため、最近、日本・韓国・台湾で

解析の進んだ血球貪食症候群について調査計画中である。小児ではデン

グ熱や EBV など感染性が、成人ではリンパ腫関連性が多いと予想され

る。調査票の一次案を第 4 回セミナーの際に具体的に検討した。この調

査結果を基本に、EBV 感染と遺伝的背景となりうる細胞傷害性顆粒異

常に関する分子遺伝子診断また病理診断の技術を共有して、アジアに多

い EBV 関連難治性疾患の解析を 2 国間で進めたい。 
日本側参加者数  

18 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

2 名 （１４－２（タイ）側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－5 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）遺伝子・再生医と免疫細胞療法 

（英文）Gene therapy and immune cell therapy 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）谷憲三朗・九州大学生体防御医学研究所・教授 

（英文）Kenzaburo Tani, Medical Institute of Bioregulation, Kyushu 

University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Surapol Issaragrisil ・ Siriraj Hospital, Mahidol University, 

Professor 

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 タイ  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  3/10  3/10 

実績 0  0 

タイ 実施計画 3/10   3/10 

実績 1/48  1/48 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 3/10 3/10  6/20 

実績 1/48 0  1/48 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

ハーブ薬を用いた悪性腫瘍に対する新規免疫療法の開発 

タイ国産のハーブ薬の中で伝統的に癌治療に用いられてきた薬剤につ

いてそれらの抗腫瘍効果について各種ヒト腫瘍細胞株を用いて in 

vitro において明らかにしその対象疾患を絞り込むと共に、薬剤のもつ

免疫誘導能について対象腫瘍接種 in vivo マウスモデル系を用いて検討

する研究計画を現在まで実施してきており、当研究部に保存中の各種が

ん細胞株での in Vitro スクリーニングを行った。その結果を解析し、

現在論文として Antiproliferative effect of cucurbitacin B extracted from 

Trichosanthes cucumerina L. on human cancer cell lines を投稿中である。 

また、先端分子・細胞治療科に Dr. Tanawan Kummalue (Mahidol University

准教授)を 4 月より 5 月まで受け入れ、R-5 に関する共同研究を行った。

日本側参加者数  

5 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

5 名 （１４－２（タイ）側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－6 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）血液学の臨床と研究における IT の応用 

（英文）Application of IT and media technology in research and 

education of hematology 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）清水周次・九州大学病院・准教授 

（英文）Shuji Shimizu, Kyushu University Hospital, Associate 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Nopphol Pausawasdi・Siriraj Hospital, Mahidol University, Associate 

Professor 

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 タイ  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  7/28  7/28 

実績 0  0 

タイ 実施計画 3/12   3/12 

実績 0  0 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 3/12 7/28  10/40 

実績 0 0  0 

② 国内での交流      0 人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

九州大学とマヒドン大学の間で、今年度は４回のテレカンファレンスを

行った。いずれも内視鏡などの高解像度映像を伝送し、技術的には血液

画像の伝送も可能と考えている。また他施設へのネットワーク拡大の一

環としてチュラロンコン大学へ接続し、３回のスムーズなテレカンファ

レンスを施行できた。また日タイにおける話し合いを８月と３月に、国

内のエンジニアとの協議を５月、１０月、１２月、２月にそれぞれ持つ

ことができた。 

日本側参加者数  

14 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ タイ ）側参加者数 

8 名 （１４－２（ タイ ）側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 

 



 15

整理番号 R－7 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）酸化ストレス疾患機序解析と天然物質の抗酸化活性評価 

（英文）Study on oxidative diseases and antioxidant properties of 

plant extracts in Thailand 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）内海英雄・九州大学大学院薬学研究院・教授 

（英文）Hideo Utsumi, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyushu 

University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Primchanien Moongkarnadi・Faculty of Pharmacy, Mahidol University, 

Associate Professor 

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 タイ  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  4/20  4/20 

実績 0/0  0/0 

タイ 実施計画 4/20   4/20 

実績 (1/13)  (1/13) 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 4/20 4/20  8/40 

実績 (1/13) 0/0  (1/13) 

② 国内での交流       0 人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

本年度は、タイ国内の情勢悪化でタイに訪問できなかったが、昨秋福
岡での国際会議でタイより来日した際に共同研究の打合せを行い、その
後もメール等で綿密に議論を行うことで、thalassemia 症等の生体レド
ックス動態を OMRI 法で画像解析する条件等を検討するとともに、in 
vitro ESR 法や TBA 法等で鉄過剰時の酸化ストレスを評価した。 
 また、タイより遺伝子改変マウスを受け入れる体制を整えつつあり、
来年度早々には、動物個体における酸化ストレス疾患機序の遺伝子・画
像解析に着手できる予定である。 

日本側参加者数  

5 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

5 名 （１４－２（タイ）側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－8 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）血液凝固と血液検査学、特にその標準化に関する研究 

（ 英 文 ） Coagulation disorders, laboratory medicine and 

standardization 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）康東天・九州大学大学院医学研究院・教授 

（英文）Dongchon Kang, Kyushu University Graduate School of Medical 

Sciences, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Ampaiwan Chuansumrit, Ramatibody Hospital, Professor 

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 タイ  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  3/15  3/15 

実績 0  0 

タイ 実施計画 4/20   4/20 

実績 0  0 

韓国 実施計画 0    

実績 1/3  1/3 

合計 
実施計画 4/20 3/15  7/35 

実績 0 0  1/3 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

１）臨床検査教育に関する交流 

 平成 20 年 8 月、日本臨床検査学教育学会に、マヒドン大学検査技術

学部クルナリー準教授を招聘し、「The Thai Medical Technology 

Education : An Unique Growing Pathway」のタイトルで特別公演を開

催した（座長：大澤進教授）。ファンチップ準教授およびスダラート準

教授は、一般演題でそれぞれ、「A Preliminary Study of Diverse Sources 

and Methods for Preparation of In-house Control Materials for CBC.」、

「The Current Situation on Specimen Refusal of Thai Clinical 

Laboratory」を口演発表した（座長：梅村）。その後、九州大学とマヒ

ドン大学間の教育交流についてグループミーティングを開催した。共同

研究および教育活動について議論した。マヒドン大学メンバーは九州大

学病院検査部を視察し康東天教授から先端検査技術を駆使したシステ

ムの説明を受けた。また、11 月にはマヒドン大学での開催を企画した。
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２）マヒドン大学訪問によるグループミーティング 

平成 20 年 11 月 4 日、梅村教授、藤本教授、杉嶋教授、小島講

師が、マヒドン大学を訪問しグループミーティングを開催した。

マヒドン大学医療技術学部の Dr.Kulnaree, Dr.Sudarat, 

Dr.Phantip, Dr.Wijit と研究発表、意見交換をした。マヒドン

大学検査技術科学部の図書館・実習室などを見学し、教育現状

の説明を受けた。 

１） 九州大学における臨床検査教育の現状を発表した（Educational 

Trials in Medical Technology,  Kyushu University、梅村）。 

２） 九州大学医学部保健学科および医学系学府保健学専攻における

感染症教育・研究について講演(Medical Technology Education and 

Research in Kyushu University  -Microbiology and Medical 

Microbiology-)を行うとともに共同研究の可能性について意見交

換した (藤本)。 

３） 日本における乳癌、特に in situ 癌の診断に関する総説講演を行

い、将来の共同研究について意見交換をした（杉嶋）。 

４） 九州大学医学部保健学科検査技術科学専攻における国際感染症

学（寄生虫学）の教育課程および実習についての紹介と自分の

研究テーマであるアニサキスに関する講演(Medical Technology 

Education and Research in Kyushu University  -Parasitology-)を行

なった。また、バンコク市内にある病院検査室（2 施設）、特に

感染症部門の見学を行ない、現場の臨床検査技師の方々と検査

の現状や問題について話し合い交流した(小島)。 

５） バンコク市内の２ヶ所の病院を訪問し、感染症検査室、病理・

細胞診断検査室を中心に施設・設備を見学し、検査態勢などの

説明を受けた。 

   

３）九州大学保健学フォーラム開催による交流 

 11 月 20 日には、第 3 回保健学国際フォーラムにおいて特別講演
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「Thalassemia in Thailand」によりタイにおけるサラセミア治療の現

況を総説講演し、その後、臨床検査学の役割について活発なグループ討

論を行った。 

 

４）第 4 回 JSPS コアプログラム「アジア血液学」ワークショップ（平

成 21 年 2 月 20 日、バンコク） 

 

 マヒドン大学検査技術学部、DR.Phantip と議論し、マヒドン大学博士

課程学生の九州大学医学系学府保健学専攻への留学について具体的企

画をした。 

 

 

 

日本側参加者数  

21 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ タイ）側参加者数 

4 名 （１４－２（タイ）側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－9 研究開始年度 平成１８年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）タイにおける先天性免疫不全症の診断 

（英文）Diagnosis of primary immunodeficiency in Thai children 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）高田英俊・九州大学病院・特任准教授 

（英文）Hidetoshi Takada, Kyushu University Hospital, Associate 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Sanya Sukpanichant・Siriraj Hospital, Professor 

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 タイ ハワイ 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  5/20 0 5/20 

実績 0 1/6 1/6 

タイ 実施計画 5/20   5/20 

実績 0  0 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 5/20 5/20 0 10/40 

実績 0 0 1/6 1/6 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

タイにおいて Bruton 無ガンマグロブリン血症で、単球内の BTK 蛋

白を染色し、フローサイトメーターで解析することにより、この疾患が

迅速に診断できることを共同で確認した。理化学研究所との共同研究と

して、アジア地域での原発性免疫不全症候群の症例登録や遺伝子診断に

関して、共同研究を行うことで合意し、現在準備を進めている。また現

在国内で原発性免疫不全症候群の疫学調査を行っており、その際に作成

した診断ツールなどを提供するための準備をしている。 

日本側参加者数  

3 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ タイ ）側参加者数 

2 名 （１４－２（タイ）側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）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）独立行政法人日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 

 第 3 回「アジア血液学セミナーin 福岡」 
（英文）JSPS Asian CORE program: 3nd JSPS Asian Hematology Seminar 

in Fukuoka 
開催時期 平成 20 年 6 月 27 日 ～ 平成 20 年 6 月 28 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）九州大学医学部百年講堂 
（英文）Kyushu University Hospital,Fukuoka,Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）原 寿郎 
（英文）九州大学大学院医学研究院・教授 

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 ① アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者   2/6  （1/3）人/人日 3/8 

（1/3） 

 人/人日

タイ国（地域）側参加者      1/2    （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者          250 人 

250

人

（ ）国（地域）側参加者              人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①� ②の合計人数       253 人

セミナー開催の目的 これまでに開催してきたバンコク（４回）と福岡（３回）のワーク

ショップおよびセミナーにおいて、両国の研究機関における研究状

況が相互に把握されてきた。事業の全体像を考慮して、共同研究を

視野に入れたテーマを選定して各領域に沿ったセミナーの企画と

立案を行い、具体的な計画案についての討議をすすめる。 
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セミナーの成果 マヒドン大学と九州大学の血液学に関する共同研究推進のため

に、アジアコアプログラム第３回セミナーを開催した。今回は、と

くに周産期の血液、免疫領域に焦点を絞り、最近の進歩と両国にお

ける問題点を討議した。１日目は、新生児期の血液疾患について、

先天性貧血と血小板減少、ビタミン K 欠乏症に関する最近の進歩と

問題点について研究報告が行われ、活発な討論が行われた。２日目

は、母体と胎児新生児の免疫学的話題について、新生児自己炎症性

症候群、母子免疫における T 細胞と B 細胞の発達について研究報

告が行われた。第 18 回日本産婦人科新生児血液学会との共催で行

ったため、2 日間でのべ約 250 名となる参加者をえた盛会となった。

マヒドン大学小児科Ampaiwan教授がタイ側の状況を総括され、

とくに新生児出血性疾患における日本の状況との比較が明確にな

った。日本側からは白幡聡（産業医科大学小児科教授）、吉岡章（奈

良医科大学長）も討論に加わり、ビタミン K 欠乏症のよる新生児

頭蓋内出血の重要性が再認識された。自然免疫と獲得免疫の異常症

を臨床的および遺伝子・分子病態を中心とする基礎的観点からとら

えた周産期の免疫異常について議論が深まるとともに、今後環境要

因の異なる両国での比較国際研究の発展が期待される。 
 

セミナーの運営組織 コーディネーターの原寿郎教授が統括責任者となり、セミナーの企

画調整・相互連絡等については、中島直樹、大賀正一および中武（事

務手続き担当）が担当する。会場の設営および運営は九州大学病院

地域医療連携センター、九州大学小児科及び医系学部等学術協力課

に依頼する。 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内 容   外 国 旅 費 、 国 内 旅 費 、 消 耗 品 費

金額 485,020 円 
相手国(地域) 
 

内容              金額 
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整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）独立行政法人日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 

第 4 回「アジア血液学セミナーin バンコク」 
（英文）JSPS Asian CORE program: 4th Workshop of “ Asian Hematology 

in Bangkok ” 
開催時期 平成 21 年 2 月 20 日 （1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）マヒドン大学シリラ病院 
（英文）SirirajHospital,MahidolUniversity,Bangkok,Thailand

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）原 寿郎 
（英文）九州大学大学院医学研究院・教授 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Wanchai Wanachiwanawin ; Professor, Deputy Dean for Academic 

Affairs, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 

参加者数 ② アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者  5/15  （ / ）人/人日 14/24 

（ / ）

 人/人日

タイ国（地域）側参加者   9/9  （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者           0 人 

16  

人 

タイ国（地域）側参加者           16 人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①� ②の合計人数      30 人 

セミナー開催の目的 現在までのワークショップ、セミナーと今年度の S-1 で検討した計

画をさらにすすめる。共同研究を積極的に促進し、テーマを選定し、

討議を行っていく。 
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セミナーの成果 今年度 2 回目のアジアコアプログラム第 4 回セミナーは、予定通

りマヒドン大学で開催された。同大学国際交流部門副部長 Pakit 
Vichyanond 教授による祝辞と開会をうけて、赤芽球系造血（日本

側 1 名、タイ側 1 名）、造血細胞移植と出血凝固異常（日本側 1 名、

タイ側 3 名）、造血不全・幹細胞と原発性免疫不全症（日本側 2 名、

タイ側 2 名）、そしてリンパ腫病理（日本側 1 名）の各研究報告が

行われた。日本側から 5 名、タイ側から 9 名のコアメンバーに加え、

シリラ病院の医師、検査技師ほか、のべ 30 名以上が参加して、各

講 演 の あ と 熱 心 な 議 論 が 行 わ れ た 。 続 い て 、 Wanchai 
Wanachiwanawin 教授と原寿郎教授の司会により、今後の共同研

究方針についてコアメンバーによる検討会が行われた。 
講演では、両国における各研究分野の最新情報と問題点が明らか

となった。検討会では、具体的研究課題が原（免疫関連）と大賀（血

液関連）より各々提案されその内容が討議された。また共同研究の

進捗状況が報告され、共著で論文化される予定の方向が確認され

た。さらに成果をあげるべく、これまで以上に密な研究交流を積極

的に推進することが約束された。 
セミナーの運営組織 コーディネーターの Wanchai 教授が統括責任者となり、セミナー

の企画調整・相互連絡等については、原寿郎および中武（事務手続

き担当）が担当する。会場の設営および運営はマヒドン大学国際関

係課に依頼する 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費         金額 1,055,690 円 

相手国(地域) 
 

内容              金額 
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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 タイ  計 

日本 
実施計画  4/10  4/10 

実績 0  0 

タイ 実施計画 1/49   1/49 

実績 0  0 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 1/49 4/10  5/59 

実績 0 0  0 

②  国内での交流       0 人／人日 
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１１．平成２０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 1,711,991  

外国旅費 3,201,902  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 3,858,523  

その他経費 65,429  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

162,155  

計 9,000,000  

委託手数料 900,000  

合  計 9,900,000  

 
 
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 3,659,021 6/70 

第２四半期 1,084,307 6/179 

第３四半期 723,617 6/22 

第４四半期 3,533,055 5/15 

計 9,000,000 23/286 
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１３．平成２０年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国（地域）名 タイ   

平成２０年度使用額 

（単位：円相当） 

 

936,660 円相当

 

円相当

 

円相当

 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額を、   

  日本円に換算して記入してください。 

 


