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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２３年 ８月３０日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局   九州大学・生体防御医学研究所  
（ふりがな） 

職・氏 名   教授・谷
たに

 憲三
けんざぶ

朗
ろう

       
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ ｱﾒﾘｶ合衆国 ）とのセミナー（振興会対応機関： NSF ） 

 

 

2． セミナー名  日米における遺伝子・細胞療法のトランスレーショナルリサーチの現状   

 

 

3． 期   間  平成 23 年 7 月 14 日 ～ 平成 23 年 7 月 17 日（ 4 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  福岡市・九州大学医学部百年講堂                          

 

5． 参加者数   日本側                72  名 
（代表者を含む） 

相手国側      8  名    計  82  名 
 

その他の国             2  名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

*遠藤 文夫 

*藤原 俊義 

*珠玖 洋 

*藤堂 具紀 

*公文 裕巳 

*平家 勇司 

*森下 竜一 

米満 吉和 

*小野寺 雅史 

*北村 俊雄 

*三谷 幸之助 

*大橋 十也 

*大津 真 

*島田 隆 

*浅野 茂隆 

*衛藤 義勝 

*小澤 敬也 

*小林 俊寛 

與田 照美 

下崎 康活 

久米 晃啓 

水上 浩明 

稲生 靖 

吉田 純 

中野 賢二 

加籐 琢磨 

飯田 章博 

高橋 秀一 

倉地 幸徳 

一般参加者 

熊本大学大学院・生命科学研究部・教授 

岡山大学医学部 教授 

三重大学大学院医学系研究科 教授 

東京大学医学部 特任教授 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 教授 

国立がん研究センター 医長 

大阪大学大学院医学研究科 教授 

九州大学医学研究院 特任教授 

国立生育医療センター研究所生育遺伝研究部部長

東京大学医科学研究所 教授 

埼玉医科大学ゲノム医学研究センター 部門長 

東京慈恵会医科大学ＤＮＡ医学研究所 准教授 

東京大学医科学研究所 助教 

日本医科大学医学系研究科 教授 

早稲田大学理工学術院 特任教授 

東京慈恵会医科大学 DNA 医学研究所 所長 

自治医科大学医学部 教授 

東京大学医科学研究所 学術研究員 

杏林製薬株式会社 

長崎大学先導生命科学研究支援センター 

自治医科大学 准教授 

自治医科大学 講師 

東京大学医学部附属病院 TR センター 

中部労災病院 

九州大学レドックスナビ研究拠点 

三重大学医学部 

ディナベック株式会社 

タカラバイオ株式会社（他 9名） 

九州大学理事（副学長） 

43 名 

小児科・遺伝子治療学 

腫瘍外科・遺伝子治療学 

腫瘍免疫・遺伝子治療学 

脳腫瘍外科・遺伝子治療学 

泌尿器外科・遺伝子治療学 

血液腫瘍・遺伝子治療学 

循環器内科・遺伝子治療学 

循環器外科・遺伝子治療学 

小児科・遺伝子治療学 

血液腫瘍・遺伝子治療学 

遺伝子治療ベクター学 

小児科・遺伝子治療学 

小児科・遺伝子治療学 

生化学・遺伝子治療学 

血液腫瘍・遺伝子治療学 

小児科・遺伝子治療学 

血液腫瘍・遺伝子治療学 

造血再生・遺伝子治療学 

遺伝子治療学 

遺伝子治療学 

小児科・遺伝子治療学 

遺伝子治療学 

脳腫瘍外科・遺伝子治療学 

脳腫瘍外科・遺伝子治療学 

消化器外科・遺伝子治療学 

腫瘍免疫学 

遺伝子治療ベクター学 

遺伝子治療ベクター学 

分子生物学 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Baylor College of Medicine・Professor・Malcolm K. Brenner     

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

   

  

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

Thierry Vanden 

Driessche 

Shu Wang 

 

Free University of Brussels・Professor 

 

National University of Singapore・Professor 

 

Genetherapy for congenital 
diseases 
President of ESGCT 
 
Gene therapy for congenital 
diseases 
 

 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

Inder M Verma 

笠原 典之 

中井 浩之 

山本 正人 

Jude Samulski 

 

Elizabeth Kang 

Richard Samulski 

Kei Adachi 

The Salk Institute for Biological Studies・Professor 

University of California, Los Angeles・Professor 

Oregon Health & Science University School of Medicine・Professor 

University of Minnesota・Professor 

University of North Carolina・Professor 

 

National Institutes of Health・Professor 

University of North Carolina・Student 

Oregon Health and Science University 

Lentiviral gene therapy 

Retroviral gene therapy 

AAV gene therapy 

Adenoviral gene therapy 

AAV gene therapy 
President of ASGCT 
 

HPSC transplantation  

Student 

Gene therapy 

HPSC:hematopoietic stem cell 
AAV:adenoassociated virus 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

（研究目的）医学の進歩にもかかわらず未だに克服されない難病に対する先端医療技術の開発

は急務である。遺伝子治療は実験的医療技術の段階から、欧米を中心に既に活発に臨床試験が

行われており、その技術を用いて中国では 2 種が市販化され、まさに革新的な医療技術・医薬

品として開発が進められてきている。しかし本邦においては未だその開発基盤レベルにおいて

欧米の現状とは大きな隔たりがあり、基礎から臨床応用への整備が急務である。その大きな理

由として我が国においては実用化に向けての基盤作りのノウハウの面で知見や情報の絶対量が

不足している。そこで、世界でもトップクラスの実績を誇るテキサス州ヒューストンにある

Center for Cell and Gene Therapy の Director である Malcolm K. Brenner 教授をはじめ遺伝

子治療分野で世界レベルの成果を上げてきている教授らを招聘し、基礎的先端技術および実務

的な知見の情報交換を目的とした日米二国間セミナーを計画、実施する。  

（実施状況）平成 23 年 7 月 14 日（10 時～18 時 30 分）「日本学術振興会・二国間交流事業セミ

ナー『日米における遺伝子・細胞療法のトランスレーショナルリサーチの現状』として、九州

大学医学部百年講堂において下記の様に実施した。 

 

  Basic Science TR 1 TR 2 

司会 
島田 浅野 衛藤 

遠藤 谷  小澤 

演者 

中井 公文 森下 

山本 藤堂 米満 

笠原 藤原 大橋 

Samulski,R.J. 平家 北村 

三谷 珠玖 小野寺 

Driessche,T.V 平家 大津 

小林 Brenner,M.K. Kang,E.M 

Verma,I. 

 
 さらに、本セミナー開催に関連し、7 月 15 日から同会場において第 17 回日本遺伝子治療学

会年次学術集会を開催した。同プログラムにおいて、二国間交流事業共同研究セミナー共催と

して、特別講演（7 月 15,16 日）、インターナショナルシンポジウム（7 月 16 日）、シンポジウ

ムⅤ,Ⅵ,Ⅶ（7 月 17 日）を開催し、本セミナー参加者にも発表頂き（別紙）、二国間でのさら

なる情報交換を行い、今後の共同研究の推進が図られた。 

  なお、本セミナーは、現在の欧州遺伝子治療学会長である VandenDriessche 博士に特別参加して頂 

き、欧州の現状についても発表頂いた。 

 

 

 


