
拠点大学交流事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
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           
 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ： 
               http://www.jsps.go.jp/j-bilat/core/data/02_ichiran/13_tokyo.pdf        
 
 
３．開始年度 
      平成１１年度 （ ９ 年度目） 
 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
      平成 １９年 ４月 １日 ～ 平成 ２０年 ３月 ３１日 
 
 
５．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： 大学院医学系研究科・大学院医学系研究科長・清水孝雄 
 
 コーディネーター： 大学院医学系研究科・講師・Joseph Green 
 
     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

国際交流委員会（委員数12名）

委員長(教授）

北　潔

協力校連絡
協議会

交　流　組　織

大学院医学系研究科長
清水　孝雄

事 務 組 織

国際交流室
室長（教授）山岨　達也
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

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

 
 
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：Mahidol University・President・Pornchai Matangkasombut  
 
 コーディネーター：Mahidol University・Vice President for Research 

International Relations Division, Office of the President・ 
                    Srisin Khusmit 
 
     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 

 
       協力研究機関：Khon Kaen Hospital           コンケン病院 
                     Songkhla Hospital            ソンクラ病院 
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６．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。 
 
７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
 

７－１ 共同研究 

・マラリア感受性に関する宿主因子の同定を試みた結果、TIM1 遺伝子のプロモーター

多型と脳性マラリアとの有意な関連を検出した。また、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）上の約 80 個の単一塩基多型（SNP）マ

ーカーの解析から、重症マラリアと関連する複数の SNP およびそれらが存在するハプ

ロタイプブロックを同定した。さらに、悪性マラリアと良性マラリアのモデルとして

Plasmodium berghei の強毒株と弱毒株感染系を用いて実験を行い、抑制性サイトカ

インである IL-10 が Th1-polarizing condition による宿主への障害を最小限にする

ためのフィードバックコントロールに寄与していない可能性を示す事ができた。 

  また抗マラリア剤に関する耐性出現の課題に関しては、ピリメタミン耐性マラリア

の出現について、標的である dhfr 変異を分子進化学的手法を用いて遺伝子変異の起

こった時期を推定し、タイのサンプルをはじめとする各フィールドにおける情報から

耐性の進化拡散の関係を明らかにした。また薬剤耐性の克服を目的として、新たな抗

マラリア剤の標的の探索に必要な生化学的な解析が可能な系の確立を試み、ネズミマ

ラリア原虫を用いたオルガネラの大量調製法を確立し、また細胞分画法によりミトコ

ンドリアとアピコプラストの相互作用を見出した。（北・徳永） 

・遺伝子多型データベースの構築：本年度から日本側で遺伝子多型データベース、タイ

側で感染症の臨床情報データベースの本格的な統合作業が始まった。これは、多項目

にわたる臨床情報を伴う患者検体を遺伝解析する際、種々のバイオマーカーとの関連

を迅速検討するために必須である。本年度の研究で、遺伝子多型データベースは、ゲ

ノムワイドアプローチで多型解析を試みた際、データの収納、品質管理、標準化がす

べて自動的に行えるようになった。これを用いて来年度は、デング出血熱のゲノムワ

イドアプローチを開始したい。（松田） 

・デング出血熱の病態、重症度と補体遺伝子の関連解析：補体遺伝子群の中から、デン

グ熱の病態に最も深く関わると考えられている２遺伝子 SERPING1、DAF を選び、

公開データベースから 20 個のタグマーカーを選択した。タックマン法および塩基配

列決定法で、188 人のデング出血熱、125 人のデング熱患者の DNA 検体をタイピン

グし、関連解析を行った。その結果、補正前の p 値が 0.05 を下回るものが DFA 遺伝

子から１個同定された。現在結果の再現性をさらに検体数を増やして検討中である。

（松田） 

・Ｔリンパ腫関連研究として、通常Ｂ細胞指向性を示す EB ウイルスがいかにしてＴ細胞に

入るのかを実験的に証明するため、in vitro の感染実験を行い、感染初期に焦点を当て

経時的に観察をおこなった（高雄)。EB ウイルス陽性Ｔ細胞増殖症患者の血中ウイルス量

をモニタリングした（Suwiwat)。 
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・子宮頚癌関連研究として、宿主遺伝的要因と考えられる、解毒代謝酵素 P450 遺伝子群の

解析をおこなった（Settheetham-Ishida)。また、血中ＤＮＡ量を病期・予後の指標とし

て用いられるかの検討を行った（石田）。 

・上咽頭癌に関しては、危険因子としての遺伝的背景の迅速モニタリング法の検討を行っ

た（Tiwawech)。 
・ウイルス性下痢症を中心とした研究を行った。 
 （１）タイおよび日本における小児下痢症患者からのロタウイルス、ノロウイルスを中心

としたウイルスの分子疫学を行った。特に GIP[8]ロタウイルスと GII/4 ノロウイルス

の頻度が高かった。頻度は少ないが G9P[8]、G2P[4]、G3[3]などが検出された。また、

動物との組換え G3P[9]のウイルスがみられた。 
 （２）またブタからヒトの P[19]を有すると思われる G3P[19]が見出された。さらに

G2P[27]という今までヒト、動物に見られない新しい P[27]を見出した。 
 （３）ヒトのノロウイルスを検出するイムノクロマト・キットを開発し臨床に応用した。

有用であることがわかった。 
 （４）生活排水、二枚貝からロタウイルス、ノロウイルスを検出する新しい濃縮法および

検出の結果を報告した。(牛島) 
 
７－２ セミナー 

  近年ますます重要性を増している新興・再興感染症の基礎研究について、日本とタイの

マラリアを中心とした共同研究の成果を一般に公開し、関連諸分野の研究者とともにその

成果および問題点について討議を行う事により、今後の研究方針決定の一助とする目的で

開催した。「感染成立に関する宿主の遺的伝要因」、「生命医学からのアプローチ」、「発癌に

関する民族疫学的解析」に焦点を絞り、両国の最新の研究成果に関する講演と、それらに

対する討議を行い、 日本からの参加者は講演の有無に関わらず積極的に討議に参加し、こ

れまでにない新たな知見の報告をはじめ、活発な意見交換が行われた。 

  感染に関する宿主および病原体の遺伝学的要因の先端研究を討議した今回のセミナーを

通し、日本とタイ２国間のこれまでの研究交流実績の成果を確認して評価を加え、さらに

今後の研究交流の主な目標と実施計画の整合性について充分に検討する事ができた。 

  これにより、来年度で終了する本拠点大学交流事業において、今後の限られた期間にお

ける明確な目的や重点的な研究交流の方針を確立する事が可能となったため、より一層の

研究成果をあげる事が大いに期待できる。特に、この領域の将来を支える日本から参加し

た若手研究者が、積極的に質の高い質疑応答を行った事は、今後の研究交流の更なる発展

に資するものであり、極めて意義深いものとなった。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

今後の共同研究の内容・構成員について話し合うため、日本から研究者 (丸山) がバン

コクに赴き、タイ・マヒドン大学 Srisin 副学長及び Sakolsathyadorn 医学部長、Soontranan 

副医学部長、Bancheun 教授、Lertakyamanee 教授と会談し、最終年度に向けた研究計画の

素案について議論を行った。同時に両大学の広範な交流（研究者、学生、医師）を可能に

するため、それぞれの大学における教育プログラム・財政支援条件などに関して議論を行

った。 (丸山) 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

・これまでのタイ側の主要共同研究者であった Looareesuwan, S 教授が死去された。

Looareesuwan, S 教授はマヒドン大学熱帯医学部の病院において、自らが治療した多くの

貴重なマラリア患者の血液サンプルを収集し、本共同研究に提供して来た。ここに感謝

の意を表するとともに、ご冥福をお祈りする。しかし、Looareesuwan, S 教授が亡くなっ

たあとも彼の構築した研究グループは確実にその役割を後継しており、研究協力体制の

構築に大きな問題は起っていない。（北・徳永） 

 

・昨年度上半期で HIV 感染に関する共同研究は終了したので、新たにデング熱の発症、

病態に関わる遺伝子の同定のための共同研究を開始した。この研究には、患者 DNA 検

体とともに、患者の詳細な臨床情報が蓄積されることが必須である。そのため、マヒ

ドン大学を通じて、コンケン病院、ソンクラ病院との連携が開始され、新たな研究体

制が整った。（松田） 

 

・ウイルス関連腫瘍としてＴリンパ腫・上咽頭癌・子宮頸癌に焦点をあて、それぞれソン

クラ王子大学・国立癌研究所・コンケン大学と共同研究を進め、日本側との共同研究体

制は整っている。個々の研究テーマの間にも、遺伝的背景の検索等、共有できる情報が

多々あることから、研究会・学会等の場を利用し、タイにおける研究者の横の繋がりを

深めるべく努力している。（石田） 

 

・ウイルス性下痢症に関する研究は主としてチェンマイ大学の微生物学部との共同研究

である。また食品･環境を介するウイルス性消化器感染症についての研究はマヒドン

大学の公衆衛生学部との共同研究である。わが国側としては、東京大学が主体で、国

立感染症研究所などの機関がサポートしている。東京大学内では医学系研究科国際保

健学専攻が主体であるが、農学生命科学研究科獣医学専攻、工学系研究科都市工学専

攻との連携がある。教員、客員研究員、大学院生等が関与している。（牛島） 

 

８－２ 学術面の成果 

・ マラリア感染防御・制御機構において宿主の各種免疫担当細胞及び諸因子がどのよ

うに関与するのかを明らかにすることを最終目的として研究を進めている。 

  制御性サイトカインの１種である IL-10 は、感染における炎症性の応答を抑制しそ

れによって免疫病理や致死性を防ぐが、同時に、防御免疫に重要な Th1 応答を抑制す

るサイトカインでもある。IL-10 は重症マラリア患者血清中に高レベルで認められる
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ことはよく知られているが、その役割は明らかではない。本年度は悪性マラリアと良

性マラリアのモデルとして Plasmodium berghei の強毒株と弱毒株感染系を用いて実

験を行い、このサイトカインの役割について調べた。IL-10は弱毒株ではCD3- B220int

細胞により主に産生されたが、強毒株では FOXP3+ Treg 細胞も IL-10産生能を有した。

しかし、強毒株による重症病態が IL-10 KO マウスでも WT と同程度に惹起されたこと

から、この抑制性サイトカインが Th1-polarizing condition による宿主への障害を

最小限にするためのフィードバックコントロールに寄与していないことが示された。 

  マラリア感受性に関する宿主因子の同定に関しては、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）上の 96 個の単一塩基多型マーカーおよ

び 8個のマクロサテライトマーカーを解析対象とし、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した結果、重症マラリアと関連す

る複数の SNP およびそれらが存在するハプロタイプブロックを同定した。 

  また近年最も重要な問題のひとつとなっている薬剤耐性に関しては、特にピリメタミ

ン耐性に焦点を絞り、その発生と拡散について分子疫学的解析を行った。ピリメタミン

の標的であるジヒドロ葉酸還元酵素の遺伝子を本拠点大学交流事業においてタイで収集

した検体も含め、285 検体についてその変異を調べた。メラネシアの検体のほとんどが 2

カ所の変異であったのに対し、南アジアの検体のほとんどは 3 あるいは 4 カ所の変異を

持っていた。マイクロサテライト分析からメラネシアの検体は大きく二つに分けられ、

その中の一つはこれまでの解析でアフリカと東南アジアの検体における変異と同一であ

った。この事はこの系統は東南アジアから入って来たものであり、また他方のピリメタ

ミン耐性の系統はメラネシアで新しく発生したものである事が明らかになった。さらに

この様な薬剤耐性を克服する目的で新規な薬剤標的を探索し、マラリア原虫のミトコン

ドリアやアピコプラストなどの宿主とは大きく性質の異なったオルガネラが良い標的と

なる事が、細胞分画法を用いた生化学的解析から明らかになった。（北・徳永） 

 

・T 細胞関連疾患と EB ウイルスの関係についての大枠を記載することができたので、診

断・予後予測への応用を目指した。血中ウイルスコピー数の測定をおこない、病態・病

期との関連を見、学術雑誌に発表した。（石田） 
 

・これまでの子宮頸癌に関する研究成果をまとめる意味で、New Research on Cervical 
Cancer という本の１章を分担執筆した。（石田） 

 

・子宮頚癌関連研究として、宿主遺伝的要因と考えられる、解毒代謝酵素 P450 遺伝子群の

解析をおこなった（Settheetham-Ishida)。また、血中の核ＤＮＡ量を病期・予後の指標

として用いられるかの検討を行った。（石田） 
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・上咽頭癌に関しては、危険因子としての遺伝的背景の迅速モニタリング法の検討をおこ

ない、学会・学術雑誌で発表した。（Tiwawech) 
 

・多項目にわたる臨床情報を伴う患者検体を遺伝解析する際、種々のバイオマーカーと

臨床情報の関連を迅速に検討することは極めて重要で、遺伝子のタイピング結果を蓄

積する遺伝子多型データベースと患者の詳細な臨床情報を管理するデータベースを

一元化してデータを活用することが肝要である。そのために、日本側にある遺伝子多

型データベースとマヒドン大学にある臨床情報データベースの本格的な統合作業を

開始した。本年度の研究で、ゲノムワイドアプローチで多型解析を試みた際、遺伝子

多型データベースへのデータの収納、品質管理、標準化がすべて自動的に行えるよう

になった。これを用いて来年度は、デング出血熱のゲノムワイドアプローチを開始し

たい。（松田） 

 

・デング熱の病態、特にデング熱からデング出血熱への移行と補体の活性化は非常に密

接に関連している。補体遺伝子群のうち、病態と最も深く関わると考えられている２

遺伝子 SERPING1、DAF を選び、公開データベース（HapMap）から 20 個のタグマ

ーカーを選択した。タックマン法および塩基配列決定法で、188 人のデング出血熱、

125 人のデング熱患者の DNA 検体をタイピングし、関連解析を行った。その結果、

補正前の p 値が 0.05 を下回るものが DFA 遺伝子から１個同定された。現在結果の再

現性をさらに検体数を増やして検討中である。（松田） 
 
・タイにおいて、ほぼ世界の他の地域での疫学と同様に G1P[8]ロタウイルス、GII/4 ノロ

ウイルスが主流であった。またこれらのウイルスはそれぞれ世界で流行している各ウイ

ルスの同様なサブタイプあるいはクラスターに属することがわかった。頻度は少ないが

G9P[8]、G2P[4]、G3P[3]などが検出された。また、動物との組換え G3P[9]のウイルス

がみられた。（牛島） 
 
・ブタからヒトの P[19]を有すると思われる G3P[19]が見出された。さらに G2P[27]という

今までヒト、動物に見られない新しい P[27]を見出した。（牛島） 
 
・ヒトのノロウイルスを検出するイムノクロマト・キットを開発し臨床応用した。有用で

あることがわかった。（牛島） 
 
・生活排水、二枚貝からロタウイルス、ノロウイルスを検出する新しい濃縮法および検出

の結果を報告した。（牛島） 
 
・タイのブタもわが国と同様 E 型肝炎に汚染していた。  (牛島) 
 

 7



８－３ 若手研究者養成 

・タイ側から２名の研究者を短期、長期に招聘し、東京大学大学院医学系研究科人類遺伝

学教室において、マラリア感染に関する宿主側の遺伝的背景に関する研究を実施した。

また、若手派遣研究者として高橋 良杏林大学・医学部共同研究施設フローサイトメト

リー部門・助手を平成 19 年 11 月 29 日〜12 月 2 日（4 日間）派遣し、11 月 30 日に開催

されたセミナーにおいてフローサイトメトリーの新しい情報を講演し、さらにマラリア

患者の自然免疫応答に関する研究計画の打合せ、熱帯医学部所有のフローサイトメトリ

ー機器の調整を行った。（北・徳永） 

 

・タイ側から昨年度研究者として参加した修士研究員が、京都大学で人類遺伝学の研究を

学びたいという希望で、医学研究科博士課程に入学し、研究を続けている。また、デン

グ熱の遺伝解析のためにマヒドン大学から研究員を一人長期間（11 ヶ月）招聘し、デー

タベースの統合作業においても、研究員が長期滞在（11 ヶ月）して作業を行った。（松田） 

 

・ 課題３に関連した研究で東京大学より学位を授与されたタイ側研究者の Tiwawech は、

2007年8月オーストラリアで開催された上咽頭癌の国際会議で成果の発表をおこなった。

日本側研究分担者の博士課程の大学院生加島は、12 月バンコクで開催されたタイ癌学会

で子宮頸癌に関する発表を行い、タイの癌研究者との交流をした。タイ側研究者 Mitarnun

の大学院生が、サブテーマの１つである EB ウイルス関連Ｔリンパ腫を研究対象として博

士研究を進めている。（石田） 

 

・マヒドン大学で開発した生活排水、二枚貝からロタウイルス、ノロウイルスを検出する

新しい濃縮法および検出法をわが国の研究（大学院生の研究）に取り入れた。（牛島） 

 

・ノロウイルスのイムノクロマト・キットを臨床の場に取り入れた。若手臨床家が使用し

ている。（牛島） 

 

・平成 20 年 2～3 月、チェンマイ大学から Thongprachum Aksara 氏を共同研究のために受

け入れた。ウイルスの分子疫学、迅速診断法を習得していただいた。（牛島） 

 

８－４ 社会貢献 

・3大感染症のひとつであるマラリア感染とその重症化、さらに薬剤耐性の発生機構の本質

に関し、昨年に引き続き大きく迫る事ができた点は、マラリアに多くの地域住民が苦し

んでいる東南アジアの人々の健康と日常生活に大きく貢献すると考えられる。(北・徳永) 
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・従来の欧米指向型の医療の現場において、アジア固有の疾病の記載・特徴づけを行って

きた。その成果は、研究・教育の場から、アジア型の診断・予防へと、医療の現場へ徐々

にフィードバックされるようになった。（石田） 

 

・食品、環境のウイルス汚染の指標となる方法を確立し、汚染状況が把握できた。（牛島） 

 

・自然界、特にヒトと動物の間で組換えウイルスが生じていることがわかった。現在これ

らのウイルスは主たる流行株ではないが、強毒化への警鐘として今後も継続して疫学研

究を続けることが望ましいことがわかった。（牛島） 

 

・ノロウイルスのイムノクロマト・キットを確立し、臨床に使えるようになった。（牛島） 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

・マラリアに関する共同研究は順調に進んでいるが、昨年度タイ側から依頼のあった鳥イ

ンフルエンザに関してはほとんど実質的な共同研究は進んでいない。原因はタイ側の担

当者が明確になっていない事にあり、来年度の解決すべき課題である。（北・徳永） 
 
・ゲノムワイドアプローチによる解析は、染色体全領域を網羅的に検索できるため、取り

落としが少ないが、解析に用いるチップがいまだに高価なので、費用がかかる。今回の

解析において、タイ側からゲノムスキャンの費用を半分負担するとの申し出があり、十

分数に近い数をこなせる予定であるが、その費用も NRCT からのものではなく、独自に獲

得した資金であるという説明であった。研究がより活発に行われるように、タイ側へ重

ねて要請する必要があるのではないかと思う。（松田） 

 
・現在Ｔリンパ腫、上咽頭癌、子宮頸癌の３つの細胞増殖性疾患について研究を進めてい

るが、本研究事業も９年を過ぎ、担当している研究者は５０代から４０代になっている。

タイにおける、当該分野（病理）の２０代〜３０代の大学院生クラスの若手研究者をい

かにリクルートし養成するかが急務であると思われる。（石田） 

 
・現在、ウイルス性下痢症に対して有効な治療法がない。またロタウイルスにはあるもの

のノロウイルスに対するワクチンはない。したがって強毒なウイルスの出現の前にワク

チン開発が望まれる。（牛島） 
 
 
・ロタウイルスワクチンが米国で開発された。タイでは一部導入されているものの日本で

はまだない。タイでの臨床経験の情報を得ると共に、ワクチン使用後のロタウイルスの
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流行状況ならびに流行株の分子疫学を知ることが必要。（牛島） 
 
・タイでの２枚貝のウイルス感染状況をわが国と比較する。（牛島） 
 
・アイチウイルス、コブウイルス、ボカウイルスなどまだ研究の進んでいないウイルスに

関して疫学的な成績を得る。同時に A 型肝炎、E 型肝炎についても研究を続ける。（牛島） 
 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文  

  平成１９年度（2007 年度）論文総数  ５４ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ２７ 本 

   うち、本事業がJSPSの出資によることが明記されているもの  １０ 本 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 
（JSPS）

タイ 
(NRCT)

   合  計 

日本 
（JSPS） 

実施計画 
 

35／212    35／212

実績 21／117    21／117

タイ 
(NRCT) 

実施計画 11／900     11／900

実績 14／1,016    14／1,016

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

合  計 
実施計画 11／900 35／212    46／1,112

実績 14／1,016 21／117    35／1,133

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してく

ださい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 ２ ／ １５ （人／人日）  ２ ／ ３ （人／人日） 

 


