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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 27 年 ２ 月 25 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 (独)国立国際医療研究センター 

エイズ治療・研究開発センター  

（ふりがな）               おか しんいち 

職・氏 名 センター長 ・ 岡 慎一    
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ 韓国 ）とのセミナー（振興会対応機関： NRF   ） 

 

 

2． セミナー名  韓国-日本 HIV/AIDS 合同セミナー             

 

 

3． 期   間  平成 2 年 １ 月 ９ 日 ～ 平成 27 年 １ 月 10 日（ ２ 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 熊本県熊本市・熊本大学山崎記念館研修ホール          

 

5． 参加者数   日本側       25  名（うち、滞在費等本会負担   7 名） 
（代表者を含む） 

相手国側      ８   名（うち、滞在費等本会負担   0   名） 
 

その他の国   １  名 
 

参加者  計 34  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 

松下 修三 

桑田 岳夫 

Kamelia Stanoeva 

丸田 泰広 

田中 和樹 

月足 美樹 

塚本 徹雄 

酒井 幸子 

 

松下 セイ子 

中田 浩智 

高折 晃史※ 

松井 佑亮※ 
俣野 哲朗※ 

吉村 和久 

石井 洋※ 

潟永 博之※ 

 

土屋 亮人 

 

小林 鉄郎 

 

柴田 怜 

 

高野 操 

 

小宮山 優佳 

 

石井 祥子 

 

服部 久恵 

 

中野 彰子※ 

 

 

熊本大学エイズ学研究センター 松下プロジェクト研究室 教授 

熊本大学エイズ学研究センター 松下プロジェクト研究室 助教 

熊本大学エイズ学研究センター 松下プロジェクト研究室 大学院生 

熊本大学エイズ学研究センター 松下プロジェクト研究室 大学院生 

熊本大学エイズ学研究センター 松下プロジェクト研究室 大学院生 

熊本大学エイズ学研究センター 松下プロジェクト研究室 事務補佐員 

熊本大学エイズ学研究センター 岡田プロジェクト研究室 客員研究員 

熊本大学エイズ学研究センター 滝口プロジェクト研究室  

リサーチサポート・アソシエイト 

医療法人弘生会本庄内科医院 医師 

熊本大学医学部感染免疫診療部 講師 

京都大学大学院医学研究科 血液･腫瘍内科学 教授 

京都大学大学院医学研究科 血液･腫瘍内科学 医師 

国立感染症研究所 エイズ研究センター センター長 

国立感染症研究所 エイズ研究センター 室長 

国立感染症研究所 エイズ研究センター 研究員 

(独)国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター 

治療開発室医長 

(独)国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター 

治療開発専門職 

(独)国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター 

医師 

(独)国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター 

医師 

(独)国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター 

技術職員 

(独)国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター 

看護師 

(独)国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター 

看護師 

(独)国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター 

病棟師長 

(独)国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター 

特任研究員 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Severance Hospital, Yonsei University, Professor Jun Yong Choi        

 

(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。） 

氏   名 所属・職名 

June Myung Kim 

 

Young Hwa Choi 
 

Nam Su Ku 

 

Jin Young Ahn 

 

Hea Won Ann 

 

In Young Jung 

 

Jong Mi An 

AIDS Research Institute, Yonsei University College of Medicine, 

Professor 

Ajou University, Professor 

 

AIDS Research Institute, Yonsei University College of Medicine, 

Assistant Professor 

AIDS Research Institute, Yonsei University College of Medicine, 

Assistant Clinical Professor 

AIDS Research Institute, Yonsei University College of Medicine, 

Assistant Fellow 

AIDS Research Institute, Yonsei University College of Medicine, Chief 

Resident 

Ajou University, Counseling Nurse 

 

(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） 

Setsen Zayasaikhan National Center for Communicable Diseases, MD. (Mongolia) 
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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。） 

本セミナーの目的は、日本と韓国で HIV/AIDS を研究している医療関係者が集まり、若手を中心に 1 年

間の研究成果を英語で発表し、お互いに意見交換することで東アジアにおける HIV/AIDS 研究の底上げ

を図ることにある。 

今回のセミナーでは、1 演題の発表時間を 20 分から 30 分とり、16 演題が発表された。これまでの研究

内容の発表を通じて今後の研究の方向性を討議した。発表された演題は基礎 4 演題、臨床 8 演題、ケア

＆社会 4 演題の計 16 演題で多岐に渡るものだった。 

基礎系では、熊本大学からの演題で、ウイルスがリンパ球に接触した後に活性を示す V3 に対する単ク

ローン抗体が、多くのウイルスに対して抑制活性を有することが注目された。 

臨床系の演題では、日本では比較的多い HIV 感染者の腎障害が、ヨンセイ大学の発表では、韓国人

では少ないことがわかった。今後の人種差に関する研究が待たれる。また、熊本大学からの発表で、長期

に治療を受けている患者のウイルスリザバーに関する発表が注目された。 

疫学系では、今回モンゴルからの特別参加があり、モンゴルにおける HIV の疫学の報告があった。また、

我々のモンゴルにおける男性同性愛者のコホート研究も注目された。 

全体を通じて、各発表ごとに積極的な討議がなされ、有意義なセミナーであった。 

 

 またセミナーに先駆け両国間で、EACH Cohort（East Asia Clinical HIV Cohort: 東アジア臨床 HIV コホ

ート）の研究打ち合わせを行った。この研究は、人種的に単一な日本人や韓国人は、HLA の Variety が少なく、

HIV が CTL からの逃避を受けやすく、病状の進行が他の地域に比べ早いのではないかという仮説を検証す

ることを目的とし、今回の打ち合せではこれまでの進捗状況を顧みると共に今後の研究計画について討議し

た。 

 

 

 


