
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 ： 長崎大学熱帯医学研究所 

（ベトナム）拠点大学： 国立衛生疫学研究所 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）：熱帯医学 熱帯性感染症の新興・再興の要因とそれに基づく防除対策             

（英文）：Tropical Medicine  Analysis of various factors on emergence and re-emergence 
of tropical infectious diseases and their control strategy. 
 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ：http:// www.tm.nagasaki-u.ac.jp/jsps/ 
 
 
３．開始年度 
   平成 12 年度（8 年目） 
 
 
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：長崎大学熱帯医学研究所 
  実施組織代表者：平山謙二・長崎大学熱帯医学研究所・所長 
 コーディネーター：高木正洋・長崎大学熱帯医学研究所・教授 
 

 協力大学： 北海道大学 大学院獣医学研究科 
  大学院医学研究科 
 東京大学 空間情報科学研究センター   
 自治医科大学 医学部  
 国立感染症研究所 ウイルス一部 
 国立国際医療センター 研究所 

 1



 静岡県立大学 薬学部 
 新潟大学 大学院医歯学総合研究科 
 大阪大学 微生物病研究所 
 神戸大学 大学院医学系研究科 
 九州大学 大学院医学研究院 
 大分大学 医学部 
 久留米大学 医学部 
 鹿児島大学 多島圏研究センター 
 琉球大学 大学院医学研究科 
 中部大学 生命健康科学部 
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事務組織：   

 実施組織代表者 
熱帯医学研究所長 平山 謙二 

  
   

    
 
 コーディネーター   
 熱帯医学研究所 教授 高木正洋    

      
拠点大学事業実行委員会 国内連絡協議会   

(年数回開催） （必要に応じて開催）   

委員長:高木正洋（教授） 委員長：高木正洋（教授） 

委 員:溝田 勉（教授） 委 員：協力大学の連絡責任者 16 名 

    門司和彦（教授）      事業実行委員会委員 9 名 

    本田武司（教授）   (内 1 名重複） 

    有吉紅也（教授）     

    森田公一（教授）     

    宇賀昭二（教授）     

    中澤秀介 (助教)     

    川口 勉 (課長)     

       

 
       

     

 事 務 担 当 者   

 事務局  熱帯医学研究所   

  総務部長 事務長   

  国際交流課長 総務係長   

  専門職員     

  国際交流係長     

 3



相手国側実施組織 
      拠点大学：（英文） National Institute of Hygiene and Epidemiology(NIHE) 
          （和文） 国立衛生疫学研究所 
  実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：NIHE・Director General・Nguyen Tran Hien 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：NIHE・Director General・Nguyen Tran Hien 
      
      

協力大学：（英文）Pasteur Institute of Ho Chi Minh City (PIHCMC) 
          （和文）ホーチミン・パスツール研究所 
  
 (英文) Pasteur Institute of Nhatrang 
          （和文）ナチャン・パスツール研究所  
  
 ( 英文 ) National Institute for Clinical Research & Tropical 

Medicine 
          （和文）国立熱帯医学臨床研究所 
  
 (英文) National Institute of Pediatrics (NIP) 
          （和文）国立小児科学研究所 
  
 ( 英 文 ) National Institute of Malariology, Parasitology and 

Entomology (NIMPE) 
          （和文）国立マラリア・寄生虫病害動物研究所 
  
 (英文) Institute of Geography, VAST 
          （和文）地理研究所,VAST 
  
 (英文) Bach Mai Hospital 
          （和文）バクマイ病院 
  
 (英文) National Institute of Nutrition (NIN) 
          （和文）国立栄養学研究所 
  
 (英文) Sub. Department of Animal Health of Ho Chi Minh City 
          （和文）ホーチミン動物保健局 
 
 (英文) TayNguyen Institute of Hygiene and Epidemiology（IHE） 
 (和文) タイチェン衛生疫学研究所 
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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 
 
ベトナムにおける熱帯性感染症のうち蚊媒介性疾患、急性呼吸器感染症、腸管感染症、

人畜共通感染症に注目し、この中から新興・再興感染症として特に重要であり、かつ両

国に研究基盤の存在が認められる感染症について疫学的研究を行う。特に、発生と流行

に係る病原体の地理的、年代的変異、並びに各種の自然的、社会的環境要因の解析に重

点を置く点で個性化を図り、国際的レベルの成果を目指す。得られた研究成果に基づい

てこれらの感染症に対する効果的な防圧方法を考案、提言する。 
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
 
７－１ 共同研究 

 
共同研究の協力大学，研究協力者の数は両国とも前年度とほぼ同じであった。日本から

の派遣研究者数は共同研究と交流を合わせて２９名で、前年より４名上回った。滞在日

数も６０日程増加した。ベトナムからは変わりなく合計１６名で６名少なかった。ただ

滞在日数の減少は２９日であり、一人当たり平均滞在日数は１９．７日から２５．３日

へと増加した。招聘候補を無理のない程度に絞ってもらい、その分滞在の実を挙げるた

めに滞在日数を増やすよう重点化に配慮した結果が表れたと考えられる。派遣研究者の

滞在日数は例年通り短かった。これは派遣時の研究作業が、越側共同研究者と同道によ

るフィールドでのサンプル採集に集中しているからである。約一週間のサンプル収集と

前後の打ち合わせで常識的に１０日前後となる。それでも平均は、１２．４日でこれま

での内では最も長かった。日本側からも積極的な参加があったと考えて良い。招聘研究

者は NIHE からが顕著に多かった。拠点重視という意味では正しい方針といえるが他

機関から不満が出たのも事実で再考を要する。調査研究活動に両国若手研究者を積極的

に参加させるよう促した結果、日本のポスドク３名、博士課程大学院生９名、博士前期 
課程学生１名が参加した。ベトナムからの招聘者にも若手の比率が高くなった。 
 
 
７－２ セミナー 

 

セミナーは隔年毎に両国で交互に開催することを申し合わせており、今年度は開催年に

当たらないので開催しなかった。 
 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

研究を伴わない交流は必要最小限に止めた。その結果ベトナムからは１名、日本からは

コーディネーターの高木等が年度末に訪越し，今年度の総括に加え，来年度予算を提示

して派遣と招聘者の調整を行った。更に再来年が最終年度に当たることから、まとめの

方向についても話し合った。最終年にはこれまでより規模の大きい記念セミナーの開催

を企画している。 
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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 

 

ウイルス感染症グループと人獣共通感染症研究グループでは、これまでの NIHE との共

同による北部を対象としたニパウイルス、ハンタウイルス、狂犬病ウイルスの調査に加

え、ホーチミンパスツール研究所、ハイランドパスツール研究所を関係研究者が相互訪

問し、検体採取の取り決めを行うとともに、研究結果を共有することを確認した。これ

により南部、西部における上記ウイルスの保有動物からの採取も可能となった。  

蚊媒介性感染症のマラリア研究グループでは、越側がこれまで収集してきた媒介蚊サン

プルを、種の分子生物学的同定に供与し、共同で解析に当たる事が同意された。また、

デング熱研究グループでは、全国展開した殺虫剤抵抗性の実状把握調査に、各地の NIHE

支所とパスツール研究所の研究者が参加したので、研究者ネットワークが大幅に拡大し

た。 

呼吸器感染症の研究グループでは、臨床疫学的アプローチをより強化する体制作りを進

めた。データベースの解析に GIS 導入を図っており、特に越側の当該技術修得者が育ち

つつある。 

腸管感染症のうち寄生虫グループでは、2005 年開拓した新しいフィールド（Mai Trung

村）にて、日本側と NIPME のカウンターパート、さらには Mai Trung 村の小学校の教員

や現地の保健所の医師などを含め、きわめて良好な実地調査体制を構築・維持している。

同じくコレラグループでは、NIHE のカウンターパートが中心となって５回のフィール

ド調査を主導してくれた。いずれの省の Centre of Preventive Medicine にも協力者が

おり、環境水の調査もスムースに進行している。 

 

 

８－２ 学術面の成果 

 

ウイルス感染症研究グループ・人獣共通感染症研究グループ 

狂犬病ウイルス、ハンタウイルス、ニパウイルス、および原因不明脳炎ウイルスの調査

研究を実施した。このうち狂犬病ウイルスについてはホーチミン市周辺で収集された狂

犬病のイヌ脳から狂犬病ウイルスの遺伝子を取り出し、その塩基配列を解読して分子系

統樹解析を行った。アジアの狂犬病ウイルスは、大きく３系統すなわち東南アジア１型

(SEA1)、２型(SEA2)、インド亜大陸型に分類された。SEA1 はインドシナ大陸からで、

SEA2 はフィリピンなど島嶼部からの分離株であった。ベトナム分離株とタイ分離株は

一つのクラスターを形成し、共通の祖先から分岐したものであると考えられた。 

ハンタウイルスについてはホーチミン市パスツール研究所および NIHE との共同により

鼠の調査地域をベトナム南部と北部の中国国境まで拡大してハンタウイルスの流行状

況をさらに詳細に調査し、北部南部双方の鼠からタンタウイルス遺伝子が検出され、系

統樹解析を実施した。しかし本年もウイルス分離できず、鼠肺サンプルを北海道大学に

運び、より多くの培養系細胞を用いてウイルス分離を試みたがやはり陰性であった。今

後、来年度 NIHE において利用可能となる P3 実験施設を用いて再度ウイルス分離を試み
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る必要がある。 

ニパウイルスについては NIHE との共同によりベトナム北部の洞窟に生息するコウモリ

の血液（小コウモリ種 179 検体，大コウモリ種 69 検体）を採取して、平成１８年度に

開発した抗体検出系を用いて血清疫学調査を実施した。その結果、大コウモリ種の

Rousettus leschenaulti の 61.5％でニパウイルス抗体が陽性であることが確認され、

ベトナム山岳部のコウモリにニパウイルスが生息していることが強く示唆された。また

SARS ウイルスについても同様の調査を実施した結果、上記の大コウモリの 21％ が陽性

であり、今後 SARS 様ウイルスの検索も公衆衛生上必要であることが示唆された。 

また不明脳炎ウイルスの検索については本プロジェクトにおいて NamDinh ウイルスが

発見されたが、本年さらに日本脳炎ウイルスでもなく、NamDinh ウイルス感染でもない

今だ「不明」のウイルス性脳炎のウイルス検索からあらたに Banna ウイルスが検出され

た。 

蚊媒介性感染症研究グループ 

マラリア関係では、媒介蚊についてベトナム産ハマダラカデータベース（DB）の構築を

開始した。特に主要媒介蚊である An. dirus sub-group の種同定および species status

の確認を主眼とし、各地から採集したAn. dirus complexのサンプルをDNA sequencing、

PCR 後既知のゲノム配列と比較した。その結果、An. dirus s.l.と An. leucosphyrus Con 

Son form は同一の塩基配列であったのに対して、An. sp. like takasagoensis は

Leucosphyrus グループで報告されていない塩基配列を示し、独立したクレードを形成

したことから、新種であると考えられた。原虫については、ろ紙サンプルからガメトサ

イトの検出技術が確立され結果を投稿中である。加えてマラリア患者が流行地に於いて

偏在する事実とその理由を調査した論文を改訂中である。 

デング熱関係では、媒介蚊におけるピレスロイド感受性の実態を把握する目的で、主要

発生源のひとつである古タイヤに発生する媒介蚊の感受性調査を実施した。その結果、

3種の蚊幼虫のピレスロイド感受性はそれぞれ特徴的な分布を示すことが明かとなった。

すなわち、ヒトスジシマカ、ネッタイイエカは大きな感受性低下を示しておらず、地域

による違いも見られないのに対し、ネッタイシマカは地域による感受性差がはっきりと

しており、北部に比べ南部での感受性低下が特徴的であった。これは、デング熱媒介蚊

防除のための殺虫剤（主にピレスロイド）散布の頻度が北部に比べ南部で高いことに起

因すると思われたが、デング熱の発生しない南部の山間部においても同様な感受性低下

が見られており、何らかのルートで平野部から山間部にネッタイシマカが移動してきて

いる可能性が示唆された。 

呼吸器感染症研究グループ 

ベトナム中部カンホア県における呼吸器感染症研究フィールドにおいて発生する小児

重症肺炎を調べるために、カンホア県総合病院における小児重症呼吸器感染症モニタリ

ングシステムを構築し、呼吸器症状を呈して同病院小児科病棟へ入院した全小児患者よ
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り入院時の患者臨床情報および鼻咽頭ぬぐい液の採取・凍結保存を実施した。また、ベ

トナム北部の呼吸器感染症病原体と比較検討するために、ハノイ近郊にあるハイホン県

病院に入院した小児呼吸器感染症患者より、同様の臨床検体を採取・保存した。これま

でに、インフルエンザ桿菌、肺炎球菌、モラキセラ菌が半数以上の患者で検出されたが、

これらが単なる菌の定着を反映しているのか、あるいは呼吸器病原体なのかについては、

今後明らかにすべき課題に残された。また、ウイルス感染では、インフルエンザウイル

ス、RSV、メタニューモウイルス、アデノウイルス、ライノウイルスが検出された。 

腸管感染症研究グループ 

腸管寄生虫については、4 月に Mai Trung 村で２回目（駆虫後 6 ヶ月）、10 月に 3 回目

のの糞便検査を実施した。今回の調査では約 450 の糞便検体が採取出来た。また、3カ

所の小学校から合計１５４カ所の土壌サンプルを採取した。調査を通じて得られた糞便

検体や土壌サンプルは現在神戸大学等において検査中である。なお、Ha 村で実施され

た調査のうち、野菜の虫卵汚染の研究論文は、Southeast Asian Journal of Tropical 

Medicine and Public Health に投稿された。 

 コレラについては、9 月に Thai Binh, Hai Phong での調査を実施し、環境水中のビ

ブリオにコレラ菌の IV 型線毛をリセプターとする、Filamentous phage fs1, fs2 が存

在を認め、PCR でも確認した。また Vibriophage 各種も検出された。これらは１０月２

４日に始まった北部ベトナムのコレラ流行を予測させるものであった。１月末に論文に

してよいとの許可がでたので論文を作製し、Filamentous vibriophage fs2 encoding 

rstC gene integrates into the same chromosomal region as the CTX・・phage とし

て FEMS Microbiol. Lett に投稿中。 

 

 

８－３ 若手研究者養成 

 

ウイルス感染症研究グループ・人獣共通感染症研究グループ 

ベトナム国 NIHE から国費留学生を大学院医学研究科へ 1 名受け入れた他、狂犬病の現

地研究に博士課程大学院生１名が参加した。またベトナムで発見された希少なウイルス

を長崎大学熱帯医学研究所の日本人大学院生や若手研究者に分析させることにより、熱

帯性ウイルス研究に必要な研究手技を習熟させた。 

蚊媒介性感染症研究グループ 

マラリアの疫学調査に日本からポスドク学生２名、博士課程１名が参加した。デング熱

関係では、ポスドク学生１名、博士課程３名が現地調査に同行した。また招聘研究者も

若手中心に来日した。尚、ベトナムからの長崎大学熱帯医学研究所生物環境分野で修学

中の博士課程国費留学生１名は、博士号を取得し、４月より越側拠点の NIHE に戻る。

今後強力な共同研究者になることが期待される。 

呼吸器感染症研究グループ 
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現在国費留学生として感染症予防治療分野へ留学中の Vu Thi Huong は、ベトナムにお

ける小児呼吸器感染病原体を対象にした Multiplex PCR の確立に携わった。また、これ

ら Multiplex PCR 法は、長崎大学へ訪問した Ms. Nguen Thi Hien Anh へ技術移転され

た。また疫学調査における GIS 構築のため博士課程大学院生１名が現地調査に参加した。 

腸管感染症研究グループ 

現地調査に博士前期課程の学生１名が参加した。また、ロタウイルスの研究に NIHE よ

り博士課程大学院生１名をこのプログラムの特別枠国費留学生として受け入れた。コレ

ラでは vibriophage を研究課題として昨年度の特別枠で博士課程に入学した大学院生

がこのプログラムにおける共同研究の一翼を担っている。 

 

 

８－４ 社会貢献 

マラリアグループでは、調査に併せて現地での健康相談と投薬によるマラリア治療を実

施している。 尚、これまでの研究成果からやっと現地に即した防除プログラムがみえ

てきた。 

デング熱媒介蚊研究グループによる殺虫剤抵抗性の現状調査は、それ自身地域の媒介蚊

防除に寄与している。 

呼吸器感染症グループは病院での調査結果に基づいてより有効な治療法のアドバイス

を平成 19 年度も続けた。 

寄生虫研究グループは、2007 年 11 月には Mai Trung 村の学童 450 名を対象に駆虫薬の

投与を行った。この活動は 2005 年 11 月以降 3回目の駆虫であり、住民の寄生虫陽性率

は低下してきている。また、同時に進めている住民への啓発活動を通じて、日本側から

現地住民の健康教育に貢献しているものと考える。 

コレラ研究グループは、Pasteur Institute, NIHE,でコレラ流行予知手段としての

Vibriophage の検出という演題でそれぞれ、セミナーを開いて、若手研究者に話題を提

供した。また、Hai Phong, Thai Binh では行く度にセミナーを開いて、情報の還元を

行っている。特に今年はコレラの流行があり、その際、環境水から毒素産生コレラ菌を

検出し、Centre of Preventive Medicine にはその情報を提供した。 

その他の研究活動も感染症の制圧が目標であり地域の社会貢献に直結している。特に流

行の伝播が国境を越えてグローバル化しつつある現在、この課題研究は日本に対する安

全・安心にも繋がっている。 

 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

平成２１年度をもってこの当該プログラムは終了するとされている。その理由は、アジ

ア諸国との付き合いは交流という目的は既に達成され、これからは日本の拠点と互角に

渡り合える選ばれた拠点との、質の高い研究成果を産み出すことが担保される共同研究
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プロジェクトにシフトするべきだ、ということと聞いている。確かに当該プログラムは

２国の広範囲な研究者が相乗りし、しかも共同研究により研究成果を産み出す企画の予

算規模としては余りにも小さく、勢い日本からは研究打ち合わせ的な派遣、越側からは

トレーニングのための招聘の色合いが強くなり、効率的な研究成果が論文として多く生

まれる構造にはなっていない。長崎大学は、一方で熱帯医学研究所を中心として文科省

の委託事業「新興・再興感染症研究拠点形成プログラム」を、JSPS の当該プログラム

と同じベトナムの NIHE(国立衛生疫学研究所)にフィールド拠点を設置の上実施してい

る。こちらにはコーディネーターを含め６名の研究者が赴任、滞在して共同研究を進め

ており、明らかに研究成果の産出効率は高い。カウンターパートとの関係も概ね良好に

推移している。しかし順調な進捗を下支えしている大きな要因のひとつとして、JSPS

の当該プログラムの存在があることは、両プログラムに関わっている者からみれば明ら

かである。即ち、JSPS の当該プログラムが派遣と招聘、中でも招聘を活動の大きな柱

とし、交流を通じての研究者の人間関係を途切れることなく醸成してきていることによ

って、初めて「仲良し関係の構築」を強くは想定していない「新興・再興感染症研究拠

点形成プログラム」が成立し得ているのである。現に越側の関心は JSPS の当該プログ

ラムに対しての方が格段に高い。 

以上のことから JSPS の当該プログラムは、学術外交の原点である研究者間の情報交換

と人的ネットワーク構築に大きな効果を果たしてきたと言え、これを下敷きとして次の

段階である実質的な共同研究が生まれ得ること、拠点大学交流事業は、少なくともベト

ナムを想定した場合決してその役割を終えていないことが指摘出来る。それ故、今後も

ブラッシュアップされた形で当該プログラムのねらいを引き継いだ事業が続けられる

ことを願う。 

 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数  14 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 6 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 2 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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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）

ベトナム

（VAST）
   合計 

日本 
（JSPS） 

実施計画 
 

25/379    25/379 

実績 28/356    28/356 

ベトナム 

（VAST） 
実施計画 16/448     16/448 

実績 16/405    16/405 

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

合計 実施計画 16/448 25/379    41/827 

実績 16/405 28/356    44/761 

 

※ 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 

   0／   0（人／人日）   0 ／  0 （人／人日） 

 


