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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 ２８年  ６月 ２７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   筑波大学 数理物質系     

（ふりがな）         さこだ かずあき 

職・氏 名   教授 迫田和彰        
 
 
 
1． 事 業 名 相手国名（   タイ   ）とのセミナー（振興会対応機関：   ＯＰ    ） 

 
 

2． セミナー名  最先端のナノ材料・センシング技術を用いた感染症対策に関する          

 日本タイ二国間セミナー                           
 

 

3． 期   間  平成 ２８年  ５月 ２６日 ～ 平成 ２８年  ５月 ２８日（ ３ 日間） 
 

 

4． 開 催 地 
（都市名と会場名）  バンコク，デュシタニ バンコク ホテル                

 

5． 参加者数   日本側      １５ 名（うち，滞在費等本会負担  １４ 名） 
（代表者を含む） 

相手国側    ４０ 名（うち，滞在費等本会負担   ０ 名） 
 

その他の国   ０ 名 
 

参加者  計  ５５ 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 

三木一司* 

桜井健次* 

内藤昌信* 

吉川元起* 

 

陳 国平* 

 

栗本 理央* 

JIANG Jinxing* 

小林 治哉* 

笹間 陽介* 

柳沢 佑典* 

KARNORACHAI Kullavadee* 

PRONGJIT Patchareewan 

ZHANG Jing* 

佐藤 健* 

筑波大学 数理物質系 教授 

筑波大学 数理物質系 教授 

物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 グループリーダー 

物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点  

グループリーダー 

物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 

MANA 主任研究者 

筑波大学 数理物質科学研究科 大学院生 

筑波大学 数理物質科学研究科 大学院生 

筑波大学 数理物質科学研究科 大学院生 

筑波大学 数理物質科学研究科 大学院生 

筑波大学 数理物質科学研究科 大学院生 

筑波大学 数理物質科学研究科 大学院生 

九州大学 工学府 大学院生 

筑波大学 数理物質科学研究科 大学院生 

筑波大学 数理物質科学研究科 大学院生 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 国立ナノテクノロジーセンター センター長 SONGSIVILAI Sirirurg 

 

(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 

Paisan Khanchaitit 

Suwussa Bamrungsap 

Chaweewan Sapcharoenkun 

Rawiwan Laocharoensuk 

Toemsak Srikhirin  

Darinee Sae-Tang Phromyothin 

Udom Asawapirom  

Atchareeporn Smata 

Onruthai Srirodpai 

Phanupong Phaktapha 

Pijush Kumar Paul 

他 28名 

National Nanotechnology Center 研究員 

National Nanotechnology Center 研究員 

National Nanotechnology Center 研究員 

National Nanotechnology Center 研究員 

Mahidol University 准教授 

King Mongkut’s Institute of Technology 研究員 

National Nanotechnology Center 研究員 

Chulalongkorn University 大学院生 

King Mongkut’s Institute of Technology 大学院生 

Suranaree University of Technology 大学院生 

Prince of Songkla University 大学院生 

 

(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） 
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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。） 

【目的】 

タイ国のように熱帯（ないし亜熱帯）に位置する国々にとって、マラリアやデング熱などの温暖地特有の

感染症は重大な脅威である。また、東南アジアではインフルエンザ A や子宮頸がん等の感染症も大きな社会

問題である。このような感染症の簡便で高感度な検出法は、疾病の早期の診断と治療、ならびに、感染予防

にとってたいへん重要である。また、近年では地球温暖化の影響のためか、デング熱などの温暖地固有の感

染症が日本国内においても発生している。したがって、上記のような感染症対策は、我国においても重要さ

を増している。本セミナーは、このような感染症の簡便で高感度な診断法の開発を主たる目的とする。この

ために、日本側（筑波大学と物質・材料研究機構）による先端ナノ材料および先端センシング技術と、タイ

側（NANOTEC 研究所、チュラロンコーン大学、マヒドン大学，他）による感染症のバイオマーカーなどの

生物関連資材を融合することにより、高度な研究連携の実現を目指した。 

【実施状況】 

2016 年 5 月 26 日～28 日の 3 日間，タイのバンコクで二国間セミナーを開催した。初日は滞在先の Dusit 

Thani ホテルの大会議室で日本，タイ両国の研究者 12 名が講演し，講演内容について討論した。参加者は

日本側が 15 名（研究者 6 名，大学院生 9 名），タイ側は約 40 名（大学院生を含む）であった。講演会に先

立って，タイ側主催者の Sirirurg Songsivilai NANOTEC 研究所長が NANOTEC について，日本側主催者

の迫田が筑波大学と物質・材料研究機構について，それぞれ概況説明を行った。また，講演終了後には 2 つ

の小グループに分かれて，日タイ間の新しい研究協力テーマについて討論した。2 日目は会場をバンコク郊

外の NANOTEC 研究所に移して，大学院生による口頭発表とポスター発表を実施した。また，2 時間にわ

たって NANOTEC 研究所の研究設備を視察するとともに，初日に引き続いて新しい研究協力テーマについ

て討論した。3 日目は Mahidol 大学で，教授陣による生体材料とナノテク分野の研究紹介の講演会と研究設

備の視察を実施するとともに，今後の研究協力について議論した。3 日間のセミナーで，合計 28 件の口頭

発表（研究者 16 件，大学院生 12 件）と 8 件のポスター発表（大学院生）を実施した。 

【成果】 

研究発表と研究設備の視察，および，新しい研究協力テーマに関する討論を通じて，日本，タイ両国のこ

の分野に関する研究動向と技術ポテンシャルについてかなりの程度まで理解することができた。また，すで

に JST e-Asia の枠組みなどで実施された光学的な抗体検出技術の開発成果について把握するとともに，今

後の発展の方向性についてもかなり明瞭なイメージを得ることができた。具体的に言えば，SERS（表面増

強ラマン散乱）基板による光学的高感度バイオマーカー検出については，基板のデザインと作製法の改良で

日本側の最先端リソグラフィ技術が活用できそうなこと，また，受容体の基板への付加技術についてはタイ

側で開発済みの化学合成手法が利用できること等が確認できた。これを含め，今後の研究協力のテーマと方

法について，セミナー終了後に継続して検討することを申し合わせた。 


