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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２２年 ４月 ２日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局 独立行政法人国立病院機構 
        近畿中央胸部疾患センター臨床研究センター 

（ふりがな）           おかだ  まさじ 

職・氏 名 センター長・岡田 全司  
 
 

1. 事 業 名 相手国（  インド   ）との共同研究  振興会対応機関（  バードマン・マハ

ビル医科大学、サフダジュン病院  ） 

 

2. 研 究 課 題 名  インドにおける薬剤耐性結核菌に関する分子生物学的研究（多剤耐性結核の制御）   

 

3. 全 採 用 期 間 

 

平成 ２０ 年 ６ 月 １ 日 ～ 平成 ２２ 年 ３ 月 ３１ 日 （ １ 年 １０ ヶ月） 

 

4. 研究経費総額 

 

（1）本事業により交付された研究経費総額  １，８００ 千円 

 

初年度経費 ８００千円、 ２年度経費１，０００千円、 ３年度経費    千円 

 

（2）本事業による経費以外の国内研究経費総額      千円 
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5．研究組織 

（1）日本側参加者 

氏 名
（ふりがな）

 所 属・職 名 研 究 協 力 テ ー マ 

岡田
（おかだ

全司
まさじ）

 

 

 

 

 

高 鳥
（たかとり

毛
げ

 敏雄
としお）

 

 

 

田丸
（たまる

 亜貴
あ き ）

 

独立行政法人国立病院機構近畿中

央胸部疾患センター・臨床研究セ

ンター長 

 

 

大阪大学大学院医学系研究科社会

環境医学講座公衆衛生・教授 

 

大阪府立公衆衛生研究所感染症部

細菌課・主任研究員 

研究の統括。 

インド側からインド・ニューデリーの結核菌

DNA・多剤耐性結核菌 DNA 送付の共同研究指

揮。それらの日本での結核菌 DNA 解析。 

 

インド側から送付の結核菌 DNA 解析。インド

での結核菌同定研究指導。 

 

インド・Vardman Mahavir Medical College

での結核菌遺伝子解析 LAMP 法、VNTR 法の教

授・普及。日本でインドから送付された多剤

耐性結核菌の遺伝子解析（VNTR 等）。 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 Vardhman Mahavir Medical College＆Safdarjung Hospital（Department of Community 

Medicine）, Professor＆Head, Dr. Singh Saudan 

 

（3）相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付すこと） 

氏  名 所属・職名（国名） 研 究 協 力 テ ー マ 

○Saudan Singh  

 

 

 

 

 

S.K. Rasania 

 

 

Nair Deepthi 

 

Vardhman Mahavir Medical 

College＆ Safdarjung Hospital

（ Department of Community 

Medicine）・Professor＆Head  

（India） 

 

Vardhman Mahavir Medical 

College. Professor, Department 

of Community Medicine  

 

Vardhman Mahavir Medical 

College. Senior 

Microbiologist, Tuberculosis 

Division, Department of 

Microbiology 

インド側の研究統括。 

インド・ニューデリーにおける結核菌・多剤

耐性結核菌収集と Vardman Mahavir Medical 

College での結核菌感受性検査・遺伝子検

査。 

 

Singh Saudan 教授と結核菌・多剤耐性結核

菌収集と結核菌遺伝子検査。 

 

日本の研究所での結核菌遺伝子解析（LAMP

法、VNTR 法）習得。インドでの結核菌から

DNA 抽出し、日本へ送付。 

インドでの結核菌遺伝子解析。 



    

 - 3 - 

6．研究概要（研究の目的・内容・成果等の概要を簡潔に記載してください。） 

〔研究の目的〕 

1) 日本とインド（世界第一位の結核感染国）における結核共同研究拠点の確立 

2) アジア地域で最も結核蔓延度の高いインドにおける結核地域分子疫学研究の実施により、大きな問題

となっているスーパー・スプレッダー多剤耐性結核菌のインド分布を解明し、結核の制御に大きく寄

与を目標。 

3) インドの結核臨床分離株、地域分離株と両者の分子遺伝学的特徴の比較研究により、世界的に大問題

となっているインドにおいて不明な XDR-TB の解明と制御を目的。 

4) いまだに、世界の人口の 1/3 にあたる 20 億人が結核菌に感染しており、その中から毎年 880 万人の結

核患者が発症し、200 万人が毎年結核で死亡している。すなわち結核は世界の最大の感染症の一つであ

る。アジア・アフリカ・中南米が結核高頻度発症国（high burden country）であるが、特にインドは

結核発症がずっと第一位である。世界の新規結核症例の４分の１の約 200 万人がインドで発生してい

る。新規登録患者由来株の 1.0％から 3.3％が耐性菌(MDR-TB)であると報告されている。したがって、

相手国（インド）との研究交流は大きな意義がある。 

5) MDR-TB 以外の結核菌株については、結核菌の Incidence、薬剤感受性パターン等は現在のインドにお

ける検査体制では明らかにできる状況にはなかった。これを明らかにすることを目的。 

6) 国内における結核高蔓延地域における抗酸菌症起因菌の種類、MDR-TB を含む薬剤耐性菌の耐性遺伝子

変異部位の調査についての結核菌の分子疫学研究をすすめ、インドにおける結核菌研究に応用してい

くことを目的。 

7) したがって、インドの結核を制御することは、近年の日本への移民等による結核感染に対する制御に

もつながる。 

8) さらに、インドと日本の政府レベルの協力関係が良好となりつつあり、学問的にも医学的にもインド

と日本の友好関係に大きく貢献する。 

 

〔研究内容〕 

役割分担として、①結核菌遺伝子型の population based study の実施に向けて、研究協力施設における塗

抹陽性喀痰の処理済み沈査をすべて収集保管し提供してもらう、②2006 年・2007 年度分離の MDR-TB 菌株の

加熱死菌の提供してもらう、③提供検体については、日本で研究分担者・協力者（高鳥毛、田丸）による結

核菌同定、耐性遺伝子検出、遺伝子型別分析を実施する、④LAMP 法による結核菌同定と VNTR 法による遺伝

子型別法を Safdarjung Hospital 細菌検査室において実施できるように技術提供を行うこと。 

 

〔研究の成果〕 

1) インドの研究協力施設に簡易かつ迅速な結核遺伝子検査技術を導入し、インドにおいて基本的な結核

菌の分析ができる環境を整えた。今後は、基礎的な結核菌の分子遺伝学的検査はインドの施設におい

て実施するようにし、専門的な技術が必要な検査や分析は日本で行う計画を考えている。日本より、

岡田、田丸、高鳥毛がインド・シン教授ラザーニア(Rasania)教授のところに出張し、検査方法ならび

に疫学調査・研究方法を伝授した。 

2) インドで、主としてデリーの結核菌体の LAMP 法と VNTR 法による同定検査を行いつつある。さらに

oligoarray を用いた薬剤耐性検査を実施する計画を立てた。サフダジュン病院微生物疾患部結核科主

任研究者 Dr. Deepthi Nair と Dr. Saudan Singh を日本に招へいし、高度な結核菌 DNA 解析法を伝授



    

 - 4 - 

した。そこでできない詳細な分子遺伝学的な研究を日本の研究施設で行った。 

3) インドにおける地域ベースの治療失敗例由来結核菌株の分子生物学的特徴を把握し、わが国の結核菌

株との相違を検討した。役割分担として、①結核菌遺伝子型の population-based study の実施に向け

て、研究協力施設における塗抹陽性喀痰の処理済み沈査をすべて収集保管し提供してもらう、②

2006-2007 年度分離の MDR-TB 菌株の加熱死菌を提供してもらう、③提供検体については、日本で研究

分担者・協力者（高鳥毛、田丸）による結核菌同定、耐性遺伝子検出、遺伝子型別分析を実施しつつ

ある。 

4) VNTR 型別については RFLP 分析と同等以上の解析能を有する 18loci-VNTR 型別法を確立した。

18loci-VNTR 型別は遺伝的類似の高い大阪府内の結核分離株についてすでに実施しており、インド臨床

分離株に対しても分析する。 

5) Nair Deepthi 博士と Saudan Singh 博士が来日し、国立病院機構近畿中央胸部疾患センター臨床研究セ

ンターや大阪府立公衆衛生研で結核菌検体からのDNA抽出や分子遺伝子解析法を修得して帰国した(12

月 14～21 日)。 




