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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学：  東京大学大学院医学系研究科 
（ タ イ ） 拠 点 大 学：  マヒドン大学 

 
 
２．交流分野・研究テーマ 
 
 交流分野： 医学分野 （Medicine） 
 （和 文）： 感 染 症 と そ の 周 辺 領 域               
 （英 文）： Infectious  Diseases  and  Related  Areas   
   交流課題に係るホームページ：http://                                         
 
 
３．開始年度 
 
   平成１１年度 （ ８ 年度目） 
 
 
４．実施組織 
 
日本側実施組織 
 
     拠点大学： 東京大学大学院医学系研究科 
 
  実施組織代表者： 廣川信隆・東京大学大学院医学系研究科・大学院医学系研究科長 
 
 コーディネーター： 山本一彦・東京大学大学院医学系研究科・医学部国際交流室長 
 
     協力大学： 京都大学大学院医学研究科・杏林大学医学部・ 

大分大学医学部・東京女子医科大学・琉球大学医学部 
名古屋市立大学大学院医学研究科 
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     事務組織：（実施組織等） 

国際事業部・地域交流課

拠点交流係

司
計
係

東京大学事務局

医学部・医学系研究科専門員

医学部・医学系研究科副事務長

医学部・医学系研究科事務長

国際交流室
室長（教授）山本　一彦
計画担当
講師　　　　J．　Green
講師　　　　丸山　稔之

研
究
協
力
係

経
理
係

用
度
係日 本 学 術 振 興 会

交　流　組　織 事 務 組 織

大学院医学系研究科長
廣川　信隆

国際交流委員会（委員数12名）

委員長(教授）

山本　一彦

協力校連絡
協議会

 

 
相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 

 
     拠点大学：Mahidol University 

マヒドン大学 
  実施組織代表者：Pornchai Matangkasombut  

President Mahidol University 
 コーディネーター：Srisin Khusmith  

Vice President for Research 
International Relations Division 
Office of the President 
Mahidol University 
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Boonyarat Suwanchinda 
Director 
International Relations Division 
Office of the President 
Mahidol University 

 
     協力大学：Chulalongkorn University   チュラロンコーン大学 

Chiang Mai University   チェンマイ大学 
Prince of Songkla University プリンスオブソンクラ大学 
Khon Kaen University  コンケン大学 

 
 
５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
 
感染症に関する理解を深め、その予防、診断、管理、抑制、治療に役立てること。 
日本とタイがこれらの研究成果の恩恵を等しく享受できること。 

 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
1. タイの Staphylococcus aureus（ﾌﾞﾄﾞｳ球菌）がメチシリンとバンコマイシンの耐性を得
たことを発見した。（平松） 

2. EBV感染に関係のあるリンパ腫の診断技術を向上させた。（石田） 
3. マラリア感染に対する白血球の反応のﾒｶﾆｽﾞﾑの一部を分子生物学的に解明した。（北） 
4. 重症化ﾏﾗﾘｱにおける宿主の感受性および耐性に関わる遺伝子を新たに複数発見した。
（北） 

5. AIDS を引き起こすウイルスへの感染に関わる遺伝子についての情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築
を継続した。（松田） 

6. 様々なタイプのウイルス感染を同時に検出できる遺伝子検査を開発した。（石田） 
7. 小児の下痢に関係する新型のノロウィルスを遺伝子レベルで特定した。（牛島） 
8. 遺伝子研究および分子生物学的研究に必要な実験技術をタイおよび日本の研究者に指
導した。（松田） 

9. 免疫に関連する遺伝子の多型解析を行った。 (松田) 
10. AIDSへの進行に関連するケモカイン受容体における多型機能評価を行った。(松田) 
11. AIDSサブタイプを迅速に判定する手法を開発した。(牛島) 
12. 母子感染により AIDSに感染した母子の自助と相互援助システムを構築した。(牛島) 
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13. タイにおいてノロウィルス感染が存在することを初めて実証した。(牛島) 
14. 臨床における迅速な診断に役立つイムノクロマト法システムを開発した。(牛島) 
15. 鳥インフルエンザを検出する PCR法を開発した。(牛島) 
16. リンパ腫に関連する EBウイルスの潜伏感染パタンを同定する方法を確立した。（石田） 
17. 脳性マラリア感受性と関連する TNFA、iNOSプロモータ領域の(CCTTT)n多型、脳性
マラリア抵抗性と関連する CD36遺伝子中の(TG)n多型を検出した。(北) 

18. 脳性マラリアを含む重症マラリア群で、一部の NKT サブセット（CD56 陽性 NKT 細胞と
CD161 陽性 NKT 細胞）が、合併症を伴わない非重症群に比較して有意に増加している事

を明らかにした。 (北) 

19. クロロキンおよびメフロキン耐性マラリア原虫を解析した結果、耐性関連遺伝子 pfmdr1
の変異がほとんど見られない事を明らかにした。 (北) 

20. タイにおける子宮頸癌・HPV 研究のネットワークの拠点のひとつを構築した。(石田) 
21. 研究成果を内外の専門雑誌、国内（タイ、日本）学会、国際学会で発表した。 
 
 
７．平成１８年度の研究交流目標 
 

平成 18年度は以下の４つの大きな課題について研究交流を行う予定である。 
 
 マラリア重症化と関連する（感受性または抵抗性を示す）ヒト遺伝子多型および宿主防

御因子を同定し、予後予測や有効な治療法の開発を行うための基礎情報を提供する。また

薬剤耐性マラリアを克服する戦略を構築する。具体的には、ヒト 5 番染色体上にあるイン
ターロイキン遺伝子群領域（5q31から 5q33）を解析対象とし、マラリア重症化と関連する
感受性または抵抗性を示すヒト遺伝子多型の同定を目指す。また、自然免疫と獲得免疫と

の架け橋として再び注目されているì T細胞と conventionalな T細胞のマラリアにおける
役割と機能を明らかにする、さらに薬剤耐性マラリアの克服をめざして、耐性機構の解明

と新規抗マラリア薬の開発を試み、またタイにおける鳥インフルエンザウイルスの特性を

調べる。 (北) 
 
 前年度までの、エイズの発症と進行に関連する可能性のある免疫関連遺伝子の多型同定

とジェノタイピング成果をふまえ、タイで構築したエイズコホートを用いて遺伝解析を開

始し、ケモカイン受容体 CXCR１の多型とエイズの進行の関係を明らかにする。さらにデ
ング熱の発症と病態に関わる遺伝因子を同定する。また、遺伝子多型情報を効率的に利用

出来るデータベース構築を継続し、ゲノム医学のトレーニングコースを実施して、タイの

若い研究者に対する知識の普及に努める。（松田） 
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ウイルス関連地域特異的疾患として、Ｔリンパ腫・上咽頭ガン・子宮頚癌を研究対象とし、 

ウイルス（EB ウイルス、パピローマウイルス）と宿主背景から検索を進めるが、研究の出

遅れがあった子宮頸癌について、力点を置く。EB ウイルスでは、EB ウイルスがＴ細胞に感

染する機構を引き続き検討し、また心因性ストレスと EB ウイルスの活性化について、動物

モデルを用い血中、及び、唾液中のウイルスゲノム量から検討する。さらにパピローマウ

イルス（HPV）では診断・予後に関連した分子マーカーを検討する。（石田） 

 

下痢症ウイルスに関しては昨年度に続きタイおよび周辺国の分子疫学的研究を行う。具

体的には、環境水（河川、海）、二枚貝などに対してウイルス汚染の調査を行う。さらに、

イムノクロマトによる新しい診断を完成させ、実用化する。また、デング熱に関して流行

地域の蚊を採取し、蚊よけネットの導入などとともに対策を試みる。国際感染症、特にク

リミヤ・コンゴ出血熱など新しい感染症ウイルスに関して疫学的に、予防学的に検討する。

さらに、ノロウイルスの患者材料、食品、環境水からの診断法を両国で基準化し、共同研

究を推進する。（牛島） 

 

 

８．平成１８年度の交流事業の概要 
 

８－１ 共同研究 
 

平成１８年度は平成１７年度に実施した４つの共同研究を継続する。 
各共同研究の詳細な実施計画については、後述する。 
1. 「新興・再興感染症に関する研究」 
2. 「HIV感染とエイズの進行における宿主－ウイルス間の遺伝的相互作用の研究」 
3. 「タイにおける感染症の民族疫学」 
4. 「アジアの新興・再興ウイルス感染症と予防・診断・治療・予後の研究」 

 
 

８－２ セミナー 
 

平成１８年度は１つのセミナーを実施する。 
テーマは「東南アジアの新興・再興感染症制圧への戦略 (仮)」で、これまでの研究成果

の発表を行い、今後行うべき研究の方向性を討議する予定である。 
本セミナーについての詳細な計画については「１１．セミナーの実施計画」で述べる。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 

 研究の進展にともない、必要に応じて研究者及び研究支援関連担当者、拠点交流事務担

当者などを派遣して連絡調整を行い、今後の研究交流の効率化を図る。 
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS） 

タイ 

(NRCT)
   合計 

日本（JSPS）  14／120    14／120 

タイ (NRCT) 27／737     27／737 

       

       

       

合計 27／737 14／120    41／857 

 

９－２ 国内での交流計画 

32 ／ 61 （人／人日） 

 
 


