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アジア研究教育拠点事業 
平成２２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 ） 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（5 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）：九州大学大学院医学研究院・研究院長・片野 光男 
 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：九州大学国際部国際企画課、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 
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      （和文）マヒドン大学シリラ病院 
 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上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２２年度研究交流目標 
今年度も九州大学とマヒドン大学との研究協力体制をさらに強化する。その 1 つとして

遺伝性疾患の遺伝子解析における協力体制を作る。当面は遺伝子解析は九州大学を中心に

行い、理化学研究所やかずさ DNA 研究所とも連携を取って行う。マヒドン大学の若手研究

者が各種疾患での解析結果を総括し、欧米で報告されているものや、日本との比較を行い、

種々の疾患における遺伝的背景の違いに関する研究を行い、学術的価値の高いものとする。 
各研究領域については、造血幹細胞を用いた研究、iPS 細胞を用いた研究、造血幹細胞か
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らの血球の分化機構と疾患との関連における遺伝子の役割、血液凝固線溶異常の遺伝的背

景、造血幹細胞移植法の改善、細胞療法、遺伝子治療法の開発、を重点的な研究課題とす

る。領域別会議・ワークショップを継続して行い、研究領域での問題点をお互いに指摘し、

研究内容を充実させる。若手研究者の交流を各研究領域で行い、若手研究者同士での研究

協力体制もさらに充実させ、可能な限り若手研究者に研究発表、論文発表の機会を優先さ

せる。これまで構築された共同研究体制を今後も維持し、より広い分野で、他のアジア地

域にも拡大させていくよう、国際学会で広報活動を行う。 
 
 
７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

平成 21 年度から、研究領域を 9 部門に再構築し、各領域のテーマごとに共同研究を

推進してきた。部門ごとに専門の研究者が本年度両国間で行った研究成果を第 6 回セ

ミナーで発表し、情報を共有した。これまでのマヒドン大学と九州大学の交流実績を

我が国とタイとの二国間の学術的交流の基盤として、アジア地域での連携を活性化する

ため、各領域の研究者はタイ国内の他大学の他、韓国や香港の大学とも研究活動を行っ

た。これは昨年のセミナーを香港大学で開催した成果の一つである。タイなどで開催さ

れた国際学会の運営に、この事業に関わるマヒドン大学のコアメンバーが参加し、アジ

アの血液学に関わる臨床や基礎の研究者交流が深まった。本年度のセミナーは今年度の

成果のみならず、事業 終年のまとめとして、基礎研究面の技術協力、迅速診断や遺伝

子診断の相互協力体制などを発展させるための両大学のコアメンバーがさらなる研究協

力を充実させ、両国の若手研究者の育成を進めていくこと全体会議で確認した。 

 

７－２ 学術面の成果 

今年度は、各専門分野の研究者の研究成果を第 6 回セミナーで発表した。日本とタイの

研究者から研究成果の発表があり、活発な議論がなされた。発表内容は、1．癌の免疫療

法、2．凝固線溶、3．リンパ増殖性疾患、4．ゲノム解析とプロテオミクス、5．発作性

夜間血色素尿症、6．造血細胞移植と固形臓器移植の合併症と免疫寛容、に関するもので

あった。日本側からがん免疫療法、EB ウイルス関連疾患、PNH 異常血球の検出、移植

後 HHV6 脳炎など、タイ側から血栓症の分子疫学、移植寛容などの研究成果が報告され

た。サラセミアに関しては 2 や 4 に関連して microRNA など 5 つの研究報告がなされ、

病態と新規治療の可能性などについて活発な討論があり、アジア血液学でのこの分野の

重要性が強調された。各々の分野での 新の基礎および臨床研究の成果が発表され、各

領域の世界的な 新の知見とアジアにおける研究の重要性が示された。研究成果の中に

は、疾患の病態が、欧米の場合と著しい違いが明確なものもあった。アジア各国で共通

する重点研究課題が多いが、各地域での疾患の特殊性も考慮する必要がある。病態解析

の方法や造血幹細胞移植、遺伝子治療など、共同研究体制をさらに緊密に推進し、国際

的に質の高い研究として発展することが期待される。 
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７－３ 若手研究者養成 

これまで、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

リー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、臨床血液学・造血

幹細胞移植の分野においてタイの研究者が、数か月間日本に滞在し研究を行ってきた。

本年度も個々の分野で、具体的な研究活動を緊密に継続した。国内の若手研究者には、

タイなどアジアの研究情報を公開し、個々の専門分野の研究促進のため情報交換を促し

た。両国の若手研究者による相互の信頼が強くなり強固で信頼性の高い共通研究基礎が

築かれている。 

 

７－４ 社会貢献 

第 6 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を交わした。

事業 終年度に当たり、この事業で交流したマヒドン大学の若手研究者の参加が多かっ

た。JSPS-NRCT によって支援された両大学の医学研究者のみならず、血液免疫学に関連

した基礎・臨床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。また、マヒドン大学の本事業のコアメンバーを中心に開催された

第 15 回アジア太平洋層血細胞移植学会では、アジア各国における移植医療の急速な進歩

が確認された。近年の中国での医療／研究技術も急速に進歩しており、世界の血液学に

おけるアジアの重要性を、この JSPS-NRCT の事業の果たす役割の大きさから実感するこ

ととなった。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、タ

イからの滞在型研究交流は盛んで、今後も両国における共同研究を進める上で重要な基

盤を確立し、社会貢献を行うことができた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

これまでの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、血液疾患

における共通点と差を理解した。その結果、各研究領域のコアメンバーは相手国と比較

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。

タイ（マヒドン大学）と日本（九州大学）を中心とした本事業の研究交流は、アジア全

体でアジアに特有な疾患の本質を解析する知識技術を共有し、発展させることの重要性

を確認することができた。サラセミアを中心とした研究領域は、胃病態解析と新規治療

等の可能性について共同での研究成果が大きく進んだ。領域ごとにアジア各国の課題が

具体的となり、どのような改善を行うことが、今後の実践的な技術開発や研究交流に結

びつくかを明らかにすることができた。さらに今後も継続的に共同で成果を発表してい

くために、両国の若い医師と研究者がより深く情報を共有し、e-mail などで活発な情報

交換を促す必要がある。そして各地域における研究内容の優先順位などを考慮する必要

がある。本事業推進期間中にタイの政情不安などがあったにもかかわらず、両大学のコ

アメンバーは活発に研究交流を推進した。本事業終了後も両国が協力してさらに発展的



 5

に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２２年度論文総数  55 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 2 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 7 本 

 
 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

平成 21 年度以降、共同研究体制を以下のように再構築しており、各々の実績を示す。 

1) サラセミア、マラリアその他の貧血症（R-1）： 

R-1 group meeting を 3 回（九州大学 2 回、マヒドン大学 1 回）実施し、計 4 名のタイ

若手研究者が九州大学に滞在し共同研究を行った。サラセミア患者の造血幹細胞移植・

心肺血管症候などに関する臨床研究と遺伝子治療をめざした基礎研究を行っている。共

同研究では、とくにサラセミア赤芽球系造血における microRNA 解析によりその生物学的

意義に関する研究が進んだ。その成果は国際学術誌と学会に共同で報告した。 

2) 造血不全症の国際比較研究（R-2）： 

高感度フローサイトメトリー法による微少 PNH 型血球の検出指導を継続している。タイ

国の再生不良性貧血患者DNAを用いたHLA遺伝子のタイピングとSNPアレイ解析のため、

マヒドン大学シリラ病院との間で MTA を取り交わし、今後 DNA 解析を進める準備が整っ

た。タイの再生不良性貧血症例においても、1％以下の微少 PNH 型血球陽性症例が全体の

約 3割に認められる。PNH 型血球陽性症例を中心に SNP アレイ解析を行い、日本人患者で

同定した HLA 遺伝子領域の 6pUPD がどの程度検出されるか検討する。 

3) 造血幹細胞移植（R-3）： 

日本では臍帯血移植や複数回移植の増加と新たな感染症の増加との関連が示唆されてい

る。タイでも今後移植医療の進歩に伴い問題となる可能性があり、注意喚起がなされた。

一方、タイ側では、造血幹細胞移植を腎移植と併用することにより、免疫寛容を導入し、

免疫抑制剤を早期中止する試みが報告され、その改良点などについて意見交換を行った。 

4) リンパ増殖性疾患と難治性 EB ウイルス関連疾患（R-4）： 

第 15 回アジア太平洋骨髄移植学会（タイ）と第 4回組織球症/小児 MDS セミナー（韓国）

を通じて、診断と治療に関する情報交換を行いアジア各国の状況が明らかになった。EB

ウイルス感染細胞と細胞傷害性顆粒異常のスクリーニング法を標準化し、アジア各国の

分子疫学調査が必要であることを確認した。 

5) 遺伝子・再生医療と免疫細胞療法（R-5）: 

タイ国より研究者が滞在し、ピルビン酸キナーゼ異常症のモデルマウスを用いて人工多

能性幹細胞(iPS 細胞)への正常 PK cDNA の遺伝子導入実験などを行った。 

6)血液学の臨床と研究におけるＩＴの応用（R-6）: 
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マヒドン大学と国際内視鏡ワークショップで遠隔医療イベントを行った。さらに同大学

の心臓カテカンファ、ネットワーク系会議、またチュラロンコン大学との内視鏡カンフ

ァを行った。タイを中心にアジア各国との強固で継続的なネットワークを構築中である。 

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）: 

タイ国マヒドン大学と共同で、新規フリーラジカル画像装置（OMRI）や MRI を用いて、

鉄過剰症モデル動物の生体レドックスイメージングを行い全身の生体レドックス動態を

実現した。サラセミア患者の酸化ストレス亢進による影響の研究に応用が期待される。 

8)血液凝固異常（R-8）: 

タイとの研究体制における臨床検査データの互換性を検討した。我が国との生化学検査

の検査データ互換性は殆どの項目（LD を除く）で相互利用が可能であることが分かった。

しかし、施設によっては相互利用が不可能な施設もあることに留意する必要がある。 

9)免疫不全症（R-9）: 

アジア地域の感染症の特徴を考慮しながら、迅速診断法を活用して原発性免疫不全症の

診断を行った。迅速診断や遺伝子診断についてはその問題点を取り上げ、解決に向けた

技術交流を行い、技術習得のため専門施設間での交流を行った。 

 

８－２ セミナー 

１）The 6th Workshop of Asian Hematology in Bangkok NRCT-JSPS Asian Core Program 

2010 年 12 月にマヒドン大学にて上記を開催した。同大学国際交流副学部長をはじめ、

タイ側と日本側の各領域コアメンバーが研究成果を発表し討議した。さらに発表者と座

長以外に 30 名以上の医師、大学院・研究生、コメディカルの関係者が学内および関連施

設から集まり、研究内容に関する熱心な討議が行われた。本事業 終年度となるセミナ

ーとして、各領域の本年度の報告を含め事業全体の成果を総括した。（７－２既出）なか

でも R1 関連領域は共同研究の成果も多く、サラセミアの病態と新規治療について活発に

討論された。これは「アジア血液学」における重要な課題として、とくに本事業の研究

交流の成果が注目される部分であった。総括では、アジア各国の相違を確認しつつも各

領域の中で発展性の高い共通テーマについて具体的に検討した。今後の研究協力と交流、

若手研究者の育成について討議し、本事業終了後も、マヒドン大学と九州大学の研究交

流を継続し、さらに広く他のアジア地域と研究協力・交流する方向に発展させることが

約束された。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

本年度の研究者交流は各セミナー及び関連学会（アジア地区開催）においてタイ側と日本

側のコアメンバーの活動を行った。 

平成 22 年 8 月に、Sutaht Fucharoen 氏、Phantip Vatanabivoon 氏、Saovaros Svasti 氏が

R1 研究のため九州大学にて交流を行った。さらに 2 月には梅村がバンコクを訪問し同氏ら

と今後の研究について討論した。オラワン・サラクル氏が３ヶ月間九州大学に滞在し、タ

イ国奨学金と合わせ計１年間滞在し、その後、学位取得にむけて R1 のメンバーが協力して

支援している。アンポン・リーチャロエンキアット氏は３ヶ月間滞在し共同研究を行った。

梅村はこれらの成果を 7月と 11 月の国際学会にて 2回講演した。大賀は 10 月の第 15 回ア

ジア太平洋骨髄移植学会（タイ）で R4 に関する研究内容の招聘講演を行い Wanchai 

Wanachiwanawin 氏、Surapol Issaragrisil 氏、Suradej Hongeng 氏、Ampaiwan Chuansumrit

氏、Kleebsabai Sanpakit 氏と会議交流を行った。この成果は 10 月の第 4回組織球症/小児

MDS セミナー（韓国）でも招聘講演を行い、アジア各国の状況を議論した。12 月のシリラ

病院でのセミナーでは Sanya Sukpanichant 氏と情報交換を行った。Dr.Tanawan が３ヶ月間

九州大学谷研究室に滞在をした後、マヒドン大学で学位を取得した。これに両国の R5 のメ

ンバーが協力して行った。Kang は 7 月に米国で行われたアメリカ臨床化学学術集会に参加

しコレステロール測定法の国際標準化を検討した。清水らはマヒドン大学 Thawatchai 

Akaraviputh 氏らと 8月に第 5回シリラ国際内視鏡ワークショップを行った。2月には同大

学と CIT 2011& UniNOMS というネットワーク系会議と心臓カテカンファを行った。また、

タイからの医師を九州大学病院光学医療診療部で 2名受け入れた。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

      派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人

日> 

タイ 

<人／人

日> 

台湾 

<人／人

日> 

カナダ 

<人／人

日> 

米国 

<人／人

日> 

中国 

<人／人

日> 

韓国 

<人／人

日> 

合計 

日本 

<人／人日> 

実施

計画 

 26/94 5/15 1/7 2/14 ０ 

 

 34/130 

実績 8/28

（4/11）
5/20 1/6 4/25 1/5  19/84 

(4/11) 

タイ 

<人／人日> 

実施

計画 

14/144

（2/35） 

  

 

   0 14/144 

(2/35) 

実績 5/200 

(9/447) 

    (6/24) 5/200 

(15/471

) 

韓国 

(日本側) 

<人／人日> 

実施

計画 

1/7    

 

   1/7 

実績 2/2      2/2 

英国 

(日本側) 

<人／人日> 

実施

計画 

1/7       1/7 

実績 0      0 

 

<人／人日> 

実施

計画 

        

実績        

<人／人日> 

実施

計画 

 

 

       

実績        

合計 

<人／人日> 

実施

計画 

16/158 

（2/35） 

26/94 5/15 1/7 2/14 0 

 

0 50/288 

(2/35) 

実績 7/202 

(9/447) 

8/28 

（4/11）

5/20 1/6 4/25 1/5 (6/24) 26/286 

(19/482

) 

 

※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

９－２ 国内での交流実績 

 

実施計画 実  績 

 1 ／ 60 <人／人日>  0 <人／人日> 
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１０．平成２２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。―Erythropoiesis in thalassemia 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 18 年 研究終了年度 平成 22 年 

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・教授 

（英文）Tsukuru Umemura・Graduate Schoool of Medical Sciences, 
Kyushu University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Suthat Fucharoen 

Mahidol University・Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ 中国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/6 0 2/6 

実績 （2/4） 1/5 1/5 

(2/4) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 2/100   2/100 

実績 5/200 

(4/303) 

 5/200 

(4/303) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/100 2/6 0 4/106 

実績 5/200 

(4/303) 

(2/4) 1/5 6/205 

(6/307) 

② 国内での交流     0 人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

 3 回の R-1 group meeting を実施した。第 1 回は、平成 22 年 8 月 10
日-14 日に、Sutaht Fucharoen 氏、Phantip Vatanabivoon 氏、Saovaros 
Svasti 氏を九州大学へ招へいし、研究打合せ、将来の共同研究の在り方

に関する検討、を行った。第 2 回は、梅村がバンコクを訪問し、Suthat 
Fucharoen 氏と研究打合せおよびサラセミアの microRNA 解析の手法に

ついて共同研究活動を行った。第 3 回は、梅村がバンコクを訪問し、

Sutaht Fucharoen 氏、Pranee Fucharoen 氏、Saovaros Svasti 氏と次

年度以降の事業の在り方について討論した。 
 研究者の交流においては、引き続き若手研究者をマヒドン大学から招

へいした。オラワン・サラクル氏は３ヶ月間滞在し、サラセミア赤芽球

系造血における microRNA の解析を行った。同氏はタイ国奨学金の支援
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と合わせ計１年間滞在し共同研究を実施した。パンジャリー・シワポナ

ナン氏およびポルンチップ・チャイチョンプー氏は microRNA 解析法の

トレーニングの目的でそれぞれ 2 週間滞在した。アンポン・リーチャロ

エンキアット氏は３ヶ月間滞在し血漿 microRNA 解析について共同研究

を実施した。 

研究交流活動成

果 

 英文原著論文を１編（Svasti S. et al., Annals of Hematology）、和文総

説を１編（梅村 創、血液フロンティア）発表した。成果の国際学会講

演・発表を２回（The 1st International Symposium, Japanese Society of 
Hematology, Akita, Japan, The 3rd International Conference on 
Thalassemia in China, Nanning, China）、国内学会での発表を 4 回、

その他研究会での総説講演を 2 回、行った。 
赤芽球特定的 microRNA である WiR-451 の発現パターンは、サラセミア

赤芽球の分化段階で固有の二相性発現をとることを明らかにした。この

ことは、赤芽球合化異常の解析法に新たな展開を示唆するものである。

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  ）国（地域）側参加者数 

１５ 名 （１４－２（タイ）国（地域）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 

 <人／人日> 

実施計画  1/1  1/1 

実績 0  0 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 0   0 

実績 0  0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 0 1/1  1/1 

実績 0 0  0 

② 国内での交流       0 人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

メールのやり取りにより、高感度フローサイトメトリーによる微少 PNH

型血球の検出を杉盛先生が、マヒドン大学シリラ病院検査部技師他を指

導した。タイ国再生不良性貧血患者 DNA を用いた HLA 遺伝子のタイピン

グと SNP アレイ解析のため、マヒドン大学シリラ病院との間で MTA を取

り交わした。今後 DNA が届き次第、これらの解析を行う予定である。 

研究交流活動成

果 

タイの再生不良性貧血症例においても、1％以下の微少 PNH 型血球陽性症

例が全体の約 3 割に認められることが明らかになった。これらの PNH 型

血球陽性症例を中心として SNP アレイ解析を行い、我々が日本人患者で

同定した HLA 遺伝子領域の 6pUPD がどの程度検出されるかと今後検討す

る予定である。 

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）国（地域）側参加者数 

2 名 （１４－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参

照） 



 13

 
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 

 <人／人日> 

実施計画  4/12  4/12 

実績 0  0 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 4/12   4/12 

実績 0  0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/12 4/12  8/24 

実績 0 0  0 

② 国内での交流       0 人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

豊嶋氏と宮本氏がセミナー後に、シリラ病院を来訪し、回診と症例検討

を行って交流した。日本では造血幹細胞移植医療の進展に伴い、新たな

感染症が増加し大きな問題となり、臍帯血移植や複数回移植の増加がそ

の原因として同定された。タイでは現時点でこのような現象はみられな

かったが、今後の移植医療の進歩に伴い増加してくる可能性があり、注

意喚起がなされた。一方、タイ側では、造血幹細胞移植を腎移植と併用

することにより、免疫寛容導入し、免疫抑制剤を早期中止する試みが報

告され、その改良点などについて意見交換を行った。 

研究交流活動成

果 

日タイの造血幹細胞移植医療の現状と展望について意見交換を行い、と

くに、タイの移植医療の今後の進展に対し貢献する活動ができた。今後

もこのネットワークを通じて交流活動を継続することで合意された点も

意義深い。 

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  ）国（地域）側参加者数 

３ 名 （１４－２（タイ）国（地域）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-Barr 

virus related diseases 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）大賀正一・九州大学大学院医学研究院・教授 

（英文）Shouichi Ohga・Graduate School of Medical Sciences, Kyushu

University・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 

 <人／人日> 

実施計画  5/15  5/15 

実績 1/5（1/3）  1/5（1/3）

タイ 

<人／人日> 

実施計画 1/3   1/3 

実績 0  0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/3 5/15  6/18 

実績 0 1/5（1/3）  1/5(1/3) 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２２年度の研究

交流活動  

第 15 回アジア太平洋骨髄移植学会（タイ）と第 4 回組織球症/小児 MDS
セミナー（韓国）で日本の血球貪食症候群の移植成績に関して指定講演

を行い、アジア各国の状況を議論した。12 月のシリラ病院でのセミナー

では EBV 感染の病理学的解析法について情報交換を行うことができた。

研究交流活動成

果  

タイではデング関連血球貪食症候群が 多で、シリラ病院では EBV 関連

が次に多いこと、またベトナムでEBV関与が多いことも明らかとなった。

韓国の原発性では FHL3 が主体で日本と異なる創始者効果がある。アジ

アで感染細胞と細胞傷害性顆粒異常の同定法を標準化し、分子疫学調査

が必要であると確認した。なお、慢性活動性 EBV 感染症例は確定に至っ

ていない。PerforinFACS の技術はシリラ病院(Thawatchai 医師)に指導

した技術が使用された。疫学調査票を共同で完成し、タイ側が国内での

送付先を検討中である。 
日本側参加者数  

20 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ タイ  ）国（地域）側参加者数 
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3 名 （１４－２（タイ）国（地域）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・Mahidol University・Professor 

  

交流人数 

（※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 

 <人／人日> 

実施計画  1/3  1/3 

実績 0  0 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 1/3   1/3. 

実績 (1/90)  (1/90)  

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/3 1/3  2/6 

実績 (1/90) 0  (1/90) 

② 国内での交流     0 人／人日 

２２年度の研究

交流活動  

タイ国より論博プロジェクトによりDr.Tanawanが３ヶ月間九州大学生体

防御医学研究所ゲノム病態学研究分野に滞在し、ヒトがん細胞の増殖抑

制と造血幹細胞分化に関しても研究を行い、それぞれ Siriraj Medical 

Journal に報告した。この研究を通して、iPS 細胞樹立に関する技術的指

導を行った。 

研究交流活動成

果 

ヒト解糖系赤血球酵素異常症の中で も頻度の高いピルビン酸キナーゼ

異常症のモデルマウスを用いて人工多能性幹細胞(iPS cells)を作製で

き、iPS 細胞への正常 PK cDNA の遺伝子導入実験を行った。 

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）国（地域）側参加者数 

5 名 （１４－２（タイ）国（地域）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・Assistant 

Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ 韓国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/8 0 2/8 

実績 0 0 0 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 （1/30）  0 (1/30) 

実績 （2/44） (6/24) (8/68) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 （1/30） 2/8 0 2/8（1/30）

実績 （2/44） 0 (6/24) (8/68) 

② 国内での交流       ０人／０人日 

２２年度の研究

交流活動 

1．6 月にはパラモンクック病院と新たなネットワーク接続を確立した 

2．7 月の 30 回 APAN ベトナム会議では、内視鏡カンファをチュラロンコ

ン大学 やラジャビティ病院と接続した。2月の 31 回 APAN 香港会議では、

内視鏡カンファをチュラロンコン大学と、心臓カテカンファをマヒドン

大学と接続した。 

3．マヒドン大学とは 8月に第 5回シリラ国際内視鏡ワークショップで遠

隔医療イベントを行った。2月には同大学で CIT 2011& UniNOMS とい

うネットワーク系会議、2月にはチュラロンコン大学と内視鏡ライブデモ

ンストレーションを開催した。 

4．遠隔医療活動の基盤強化のため、12 月にソウルでシンポジウムを開催

した。多くの国から参加されたがタイからは医師とエンジニア 6 名が参

加して活動報告や問題点について討議した。 

5．タイからの医師を九州大学病院光学医療診療部で 2名受け入れた。 

6．本ファンドによる英文論文 2編を出版した。 
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研究交流活動成

果 

マヒドン大学・チュラロンコン大学・ラジャビティ病院・パラモンクッ

ク病院などと、強固で継続的なヒューマンネットワークを含んだ遠隔医

療ネットワークを構築することができた。 

日本側参加者数  

17 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ タイ ）国（地域）側参加者数 

10 名 （１４－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参

照） 
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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・九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点・特任教授 

（英文）Hideo Utsumi, Innovation Center for Medical Redox Navigation, 

Kyushu University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Primchanien Moongkarndi・Faculty of Pharmacy, Mahidol University・

Associate Professor 

交流人数 

（※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

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 

 <人／人日> 

実施計画  4/20  4/20 

実績 (1/4)  (1/4) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 4/20   4/20 

実績 (2/10)  (2/10) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/20 4/20  8/40 

実績 (2/10) (1/4)  (3/14) 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２２年度の研

究交流活動 

タイ国マヒドン大学と共同で、新規フリーラジカル画像装置（OMRI）や

MRI を用いて、タラセミア症類似の症状を示す鉄過剰症モデル動物につい

て初めて全身の生体レドックスイメージングを行った。 

研究交流活動

成果 

タラセミア症類似モデル局所臓器におけるレドックス動態変動計測に加

え、全身の生体レドックス動態を実現した。その結果、肝・腎等の標的臓

器の酸化ストレス亢進と共に、全身影響も明らかにした。 

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  ）国（地域）側参加者数 

５ 名 （１４－２（タイ）国（地域）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・Ramatibodi Hospital・Professor 

交流人数 

（※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 の こ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ 米国 韓国 計 

<人／人日>
<人／人

日>

<人／人

日>

<人／人

日

> 

 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/5 2/14 0 3/19 

実績 0 2/16 0 2/16 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 (1/5)  0 0 (1/5) 

実績 0 0 0 0 

イギリス 

(日本側) 

<人／人日> 

実施計画 1/7 0  0 1/7 

実績 0 0 0 0 

韓国 

(日本側) 

<人／人日> 

実施計画 1/7 0 0  1/7 

実績 0 0 0 0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/14(1/5) 1/5 2/14 0 5/33(1/5)

実績 0 0 2/16 0 2/16 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２２年度の

研究交流活

動 

22 年度は日本とタイとの直接の交流は無かった。米国で行われたアメリカ

臨床化学会に参加し、コレステロール測定法の国際標準化について議論し

た。それに基づき、日本国内でその検証活動を行うこととなった。 

研究交流活

動成果 

タイとの研究体制における臨床検査データの互換性について主な生化学検

査を対象に調査を行った。調査試料は国際臨床化学連合勧告法による酵素標

準物質および日本臨床検査技師会外部精度管理調査試料 4種類を用いて、タ

イ国内の大規模から小規模の病院検査室21施設を対象に生化学検査22項目
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について、その正確さと施設間差を調査した。その結果、酵素 5項目の正確

さのバイアス（％）は LD を除き±５％以内、施設間誤差の変動係数(CV)は

9％以下であった。また、生化学定量成分の正確さのバイアス（％）は±５％

以内、施設間差の CV は 1.6〜17.8%であった。我が国との生化学検査の検査

データ互換性は殆どの項目（LD を除く）で相互利用が可能であることが分

かった。しかし、施設によっては相互利用が不可能な施設もあることに留意

する必要がある。 

日本側参加者数  

24 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

4 名 （１４－２（タイ）国（地域）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・九州大学大学院医学研究院・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

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 米国 カナダ 台湾 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

<人／人日

> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/6 0 1/7 5/15 8/28 

実績 0 2/9 1/6 5/20 8/35 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 1/3  0 0 0 1/3 

実績 0 0 0 0 0 

米国 

<人／人日> 

実施計画 1/3 0  0 0 1/3 

実績 0 0 0 0 0 

韓国 

(日本側) 

<人／人日> 

実施計画 0 0 0  0 0 

実績 2/2 0 0 0 2/2 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 0 0 0 0 

 

0 

実績 0 0 0 0 0 

計 

<人／人日> 

実施計画 2/6 2/6 0 1/7 5/15 10/34

実績 2/2 0 2/9 1/6 5/20 10/37

② 国内での交流      0 人／0人日 

２２年度の研

究交流活動 

アジア地域の感染症の特徴を考慮しながら、BTK 欠損症、IRAK4 欠損症、MSMD

など国内で開発された迅速診断法を活用して原発性免疫不全症の診断を引

き続き行った。迅速診断や遺伝子診断についてはその問題点を取り上げ、

解決に向けた技術交流を行った。技術習得のため専門施設間での交流を行

った。 
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研究交流活動

成果 

タイにおける原発性免疫不全症候群患者を診断し、遺伝子治療研究、iPS 細

胞を用いた研究交流(BTK 遺伝子修復方法など)を行った。動物を用いない細

胞レベルの解析技術向上について情報伝達及び交流を行った。 

日本側参加者数  

7 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（タイ） 国（地域）側参加者数 

2 名 （１４－２（タイ）国（地域）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）第 6 回日本学術振興会アジア研究教育拠点事業血液学セミ

ナーin バンコク 
（英文）The 6th Workshop of Asian Hematology in Bangkok  
NRCT-JSPS Asian Core Program 

開催時期 平成 22 年 12 月 23 日 ～ 平成 22 年 12 月 23 日（1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ国、バンコク、マヒドン大学シリラ病院 
（英文）Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）原 寿郎・九州大学大学院医学研究院・教授 
（英文）Toshiro Hara・Graduate School of Medical Sciences, 
Kyushu 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) 

Wanachiwanawin Wanchai・マヒドン大学シリラ病院・Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  タイ  ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 7/23
B. 
C. 

 
タイ 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 10/10

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 7/23
B. 
C. 10/10

 
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 
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。） 
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セミナー開催の目的 
 

各研究領域における研究成果を発表し、各研究における問題点や今

後の研究の方向性を議論する。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。若手研究者の育成、交流に寄与すべ

く、若手研究者に積極的に参加を促す。 

セミナーの成果 日本側からがん免疫療法、EB ウイルス関連疾患、PNH 異常血球の検

出、移植後 HHV6 脳炎など、タイ側から血栓症の分子疫学、移植寛

容などの研究成果が報告された。とくにサラセミアに関しては共同

研究を含む 5題が発表され、病態と新規治療の可能性などについて

活発な討論がなされた。これは「アジア血液学」における重要な課

題で、本事業の研究交流の成果がとくに注目される部分であった。

総括では、両国の研究対象や環境の相違を確認しながら、各研究領

域の中でもとくに発展性の高い共通テーマについて具体的計画を

検討した。さらに、今後の研究協力、交流のありかた、具体的方法、

若手研究者の育成と交流について討議した。本事業終了後も、マヒ

ドン大学と九州大学の間の研究交流を継続し、さらに広く他のアジ

ア地域と研究協力・交流する方向で発展させることが確認できた。

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、大賀正一および武谷（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 旅費・交通費       金額 1,122,125 円 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 

（   ）国

（地域）側 
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） 

 

セミナー等と同日程で実施した。 

 



 27

１１．平成２２年度経費使用総額  

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 713,436  

外国旅費 4,486,350  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 1,793,392  

その他経費 1,332,309  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

224,513  

計 8,550,000  

委託手数料 855,000  

合  計 9,405,000  

 
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 937,618 6/26 

第２四半期 2,594,486 9/42 

第３四半期 1,165,473 11/218 

第４四半期 3,852,423 0 

計 8,550,000 26/286 

 
１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額  

相手国名 
平成２２年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

タイ 
442,437 円 

（3/1 時点の為替レートによる）

162,000[ Bahts ] 

(約 540 USD) 

 

※ 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につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 


