
 

拠点大学交流事業  

平成２１年度 実施計画書 

 
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 側 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）：熱帯性感染症の新興・再興の要因とそれに基づく防除対策 
                                          (交流分野： 熱帯医学 ) 
（英文）：  Analysis of various factors on emergence and re-emergence of tropical 

infectious desease and their control strategy. 
                                          (交流分野： Tropical Medicine  ) 
 
   交流課題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（ 10 年度目） 
 
４．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（所属部局・職・氏名）：長崎大学熱帯医学研究所・所長・平山謙二 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：長崎大学熱帯医学研究所・教授・高木正洋  

 
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 
 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 

様式１ 
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 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 

   本田武司（教授）      事業実行委員会委員 8 名 

   有吉紅也（教授）   (内 1 名重複） 

   森田公一（教授）     

   宇賀昭二（教授）     

   中澤秀介 (助手)     

   佐藤照明 (課長)     

     

     
        

     

 事 務 担 当 者   

 事務局  熱帯医学研究所   

 
 研究国際部長 
 研究国際次長 
 国際交流課長 

事務長 
管理係長 
 

  

  専門職員    

  国際交流班長     

  国際交流班(国際協力) 主査   



 

 4

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。） 
 （１）国（地域）名：ベトナム 
 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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５．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。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
当初「熱帯医学」という研究領域の特殊性と、当事業が十分理解されていなかったため、

対策事業を伴わない研究指向の事業に越側の戸惑いがみられたが、それは初年度中に克服

された。フィールド調査は緒についた段階であったが、越側が蓄積していたライブラリー

を資料に日脳ウィルスの遺伝子配列解析が開始され、９３年以降のものが全て中山タイプ

であることを明らかにした。２年次には各小課題共フィールドの定期調査・採集が本格的

に立ち上がり実質的なデータが蓄積され始めた。但し、学術雑誌への公表までには至らな

かった。漸く３年次になり１０篇以上の論文が生産されるようになった。特に、日脳とデ

ング熱両感染症ウィルスの時空的進化を考察する上で有力な手がかりとなるべき遺伝子型

の発見など、地域研究ベトナム編とでもいうべき成果が挙がり始めた。平成１５年度（４

年次）に、SARS 流行に続く鳥インフルエンザの流行が勃発した。越側のウイルスと呼吸器

感染症共同研究者の相当数が直接防疫活動に関わった他、日本からも一部が緊急疫学調査

の一端を担う形で駆け付け、貴重なデータと経験を蓄積することが出来た。また新しいア

プローチとして地理情報システムを活用した疫学的研究がウイルスと媒介蚊の研究で始ま

り、流行動態の理解に新たな展望が開けた。第１期の最終年度に至りフィールドからのサ

ンプル採取数が分子疫学的解析をするに十分な量に達した小課題が多く現れ、その資料を

もとに日本とベトナムの分業による遺伝子解析が大いに進んだ。その結果、各研究グルー

プが対象とする病原体のベトナムにおける遺伝的固有性、日本や周辺アジア諸国との類似

性がそれぞれ鮮明になってきた点が第１期５年間の最大の成果であったといえる。 
中間評価にて「A」評価を得たことから第１期の運営は概ね正しかったと判断し、小課題は

それぞれを発展的に引き継ぐ形で、第１期とほぼ同じ共同研究の協力大学，研究協力者に

より第２期（平成１７年度）の活動を開始した。特記すべきはこの事業の実績が評価され，

同年度より文科省委託事業である新興・再興感染症国際拠点形成プログラムのうち「新興・

再興感染症臨床疫学拠点」形成事業がスタートしたことである。長崎大学は NIHE 内に自

前の海外研究拠点を開設した。これにより同研究拠点をも活用する形で当事業の共同研究

も大変やりやすくなった。但し、第２期では特に公表論文の増加と、若手研究者、博士課

程大学院生やポスドクの積極的参画を目標に掲げた。その結果、第２期初年度から従来よ
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り顕著に多い３７篇の論文が公表された。また、若手招聘研究者が１１名参加した（全

体の丁度５０％）。日本からは３名の博士課程学生が指導教官と共に訪越した。基本的

に第１期を発展的継承したことにより、共同研究のスタイルが確立していたことから、

第２期の共同研究は各年とも極めて順調に推移し、それに伴って学術成果も安定的に進

捗した。代表的な成果として、ウイルス・人獣共通感染症では、原因不明のウイルス性

脳炎患者髄液と蚊からの新種ウイルス発見(Banna virus）、SARS ウイルス診断用抗原を

用いた新しい血清診断法による不顕性感染例の発見、ハンタウイルス遺伝子の塩基配列

解読と分子系統樹解析、コウモリの採血サンプルからのニパウイルス N蛋白に対する抗体

陽性例の確認とベトナム中部高原地域にも抗体陽性のコウモリが棲息している事実の判明、

狂犬病グループによるイムノクロマト法を用いた抗原迅速診断アッセイ系の開発等が挙げ

られる。蚊媒介性感染症では、日本脳炎ウイルスの東南アジアから日本への移動経路が

判明した他、新開発の殺虫剤や天敵としてのミジンコを用いたデング熱媒介蚊の防除実験、

デング熱媒介蚊の殺虫剤抵抗性要因と kdr 遺伝子頻度の解析によりマラリア防除のための

ピレスロイド散布が抵抗性の分布に強く影響していることを明らかにした。また、マラリ

ア主要媒介蚊の分子生物学的分類から新種を発見した。呼吸器感染症研究グループでは、

小児の患者臨床情報収集および鼻咽頭ぬぐい液の採取・凍結保存を継続的に実施し、半

数以上の患者からインフルエンザ桿菌、肺炎球菌、モラキセラ菌が検出されることや、

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、ライノウイルスを検出した。RSV 及びインフルエンザウイルスでは季節変動も明

らかになった。腸管感染症グループは、年一回の駆虫を 2年間繰り返し、駆虫が寄生虫の

コントロールに効果的である可能性をフィールド試行より示唆した。コレラグループは、

コレラ患者の家周囲の池から検出と、トリメトプリム・スルファメトオキサゾル耐性遺伝

子の検出を進めた。若手研究者養成と社会貢献面、及び論文の公表も第２期初年度と同

等に安定的に推移した。セミナーは、隔年で日越交互に４回実施した。何れのセミナー

も参加者は５０～７０名で、共同研究の成果報告を中心とし、活発な討議を図った。セ

ミナーを通し、各研究者が対象としていないベトナムの感染症についての情報が共有さ

れ有意義であった。第１期最終年度の平成１６年度には、長崎大学の２１世紀 COE と共

催した。以上より全期間を通じた研究交流目標は、対象感染症に対する効果的な防圧方

法の提言を除いてほぼ達成されたと考える。 

 

７．平成２１年度研究交流目標 
これまでの研究交流活動を継続、発展させると共に、各小課題とも最終年度であることを

意識し、規模拡大は図らず、この課題が「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」とした基本目標に立脚し、研

究グループ毎に良く協議した上で、平成２２年３月中に「まとめ」を終える。対象とした

感染症の効果的な防圧方法についても提言し、研究成果の社会還元に努める。平成２１年
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１１月２６日～２８日には長崎大学 GCOE「熱帯病・新興感染症の地球規模統合制御戦略」

との共催による国際セミナーを長崎にて開催し、両プログラム間で成果と情報の共有を図

る。従来通りポスドク、博士課程大学院生などを積極的に共同研究に参加させ、またベト

ナムからの招聘者にも若手研究者を多く加えるよう越側代表者/コーディネーターに要請

し、日越協力して若手研究者育成に努める。特に、上記の国際セミナーは、熱帯病と感染

症研究の国際的動向を把握し、研究者ネットワークに加わる良い機会なので、若手研究者

の参加を奨励し発表の機会も与える。一方、共同研究成果の国際学術雑誌への論文公表を

急ぎ進める。拠点大学間（長崎大学と NIHE）の教育と研究に係る緊密な関係は、１９８５

年来四半世紀近くに及ぶもので、大学間学術交流協定も締結されているが、特に平成１２

年来の当事業と平成１７年からの新興・再興感染症国際拠点形成プログラム「新興・再興

感染症臨床疫学拠点」形成事業により飛躍的に強化され、今や先端研究を実施できる実験

室も備えた長崎大学の海外教育研究拠点が NIHE に立地し、常時５名以上のスタッフが研

究活動に専念している。よって拠点は形成されており揺るぎないものとなっている。この

拠点を大いに活用し、拠点のより一層の実質化を図る。 

 
８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 
蚊媒介性感染症 
日本脳炎ウイルスとデングウイルス：日本脳炎ウイルスについては引き続き、蚊と人から

のウイルス分離を継続し、日本で分離されるウイルスとの比較を行い分子疫学解析を実施

する。デングウイルスについてはベトナム南部・北部で患者血液からデングウイルスを分

離し細胞向性をヒト培養細胞を用いて検証する。また南部と北部で流行するデングウイル

スの遺伝子を解析しウイルス遺伝子の多型性と病原性の比較をおこなう。 
マラリア：マラリア流行地住民の末梢血液乾燥ろ紙標本を用いた、熱帯熱マラリア原虫ガメト

サイト特異抗原遺伝子 pfg377 のヒトにおける多型の解析を継続する。 

媒介蚊：マラリア媒介蚊では、増幅に成功していない ITS や ND5 の遺伝子座について DNA
シーケンスを試み、信頼度の高い系統樹を作成をめざす。また、南ベトナムから、外部形態で

はベトナム未報告の An. macarthuri と思われるサンプルが得られたので、このサンプルの

DNA 解析も行う。デング熱媒介蚊では、引き続き kdr 遺伝子の解析を進める。 
急性呼吸器感染症 

引き続きも臨床疫学研究を以下のとおり継続する。 

① MultiplexPCR を用いたカンホア県総合病院小児科病棟入院患者における小児呼吸器感

染症の病原体診断を継続させ、同病院における小児呼吸器感染症の病原体別季節変動お

よび年次推移を明らかにする。 

② 1 ヶ月以下の新生児を対象にした呼吸器感染症病原体診断を開始する 

③ さらには、抗菌剤に対する薬剤感受性についても検討を加える。 
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④ ハノイにあるバクマイ病院における呼吸器感染症研究を立案する 

腸管感染症 
寄生虫：平成 20 年度まで連続して実施した平成 17 年度からの一連のデータを整理・解析

するとともに学会発表や論文執筆に専念する。マイチュン村における追加データの採取も

併せて行う。 

コレラ：北部ベトナムにおけるビブリオファージの分布、及び環境水中のコレラ菌の薬剤

耐性遺伝子、病原因子の検出を継続する。 

人畜共通感染症 

狂犬病：ベトナム西部（カンボジア、ラオス国境地域）において流行している狂犬病ウ

イルスの遺伝子解析を実施する。またベトナムでの組織培養ワクチン開発にかかわる基

礎的研究を継続する。 

ハンタウイルス：中国国境地域のハンタウイルス遺伝子を詳細に解析することでベトナ

ムのハンタウイルス遺伝子の疫学的検討が終了する。またＮＩＨＥに設置されたＰ３実

験室において、ベトナム北部で捕獲した鼠の新鮮検体からのウイルス分離を実施する。 

ニパウイルス：ラオス、中国国境地域の洞窟に生息するコウモリの調査を継続するとと

もに、本年ニパウイルス抗体が陽性であった、大コウモリ種を採取してその細胞からニ

パウイルスレセプターをクローニングして、マレーシアのコウモリ種のそれと比較する。

さらに捕獲した大コウモリ種の検体からウイルス分離を試みる。またこれらの検体を他

の人獣ウイルスにかんしてもウイルス検索を網羅的に解析し、人獣感染症における野生

コウモリの役割をより詳細に解析する。 

 

８－２ セミナー 
最終年度の記念行事として、第５回目の国際セミナーを１１月２６日～２８日に長崎にて

開催する。調整すべき部分を多く残すが骨子以下のような催事とする。 

① 長崎大学のＧＣＯＥ「熱帯病・新興感染症の地球規模統合制御戦略」との共催とする。 

② 当プログラム側は、４小課題についてこれまでの成果を中心に日越双方から分担して口

演し、小課題間で成果の共有を担保すると共に、ＧＣＯＥの講演にも参加し知識の豊饒

化をめざす。 

③ 共催を通じて研究者交流を促進する。 

④ 全日程を３日間とし、招聘した感染症の世界的研究者（複数）による基調講演と懇親会

をもつ。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
当課題では、限られた予算を共同研究維持に可能な限り投資し、研究者交流枠は必要最小

限に止める方針を貫いてきた。平成２１年度も事業打ち合わせのため日本側コーディネー

ターが数日間訪越するに止める。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

ベトナム

<人／人日>

     

<人／人日>

 

<人／人日>

 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 19/237    19/237

ベトナム 

<人／人日> 
29/490     29/490

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 29/490 19/237    48/727

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

 11／33  <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

－研究課題ごとに作成してください－ 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）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）Analysis of various factious on emergence and re-emergence 

of tropical infectious diseases and their control strategy 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）高木正洋・長崎大学熱帯医学研究所・教授 

（英文）Takagi Masahiro, Professor, Institute of Tropical Medicine, 

Nagasaki University 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Nguyen Tran Hien, Director General, National Institute of Hygiene 

and Epidemiology 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 ベトナム  計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉  〈人／人日〉 〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 18/234  18/234 

ベトナム 

〈人／人日〉 

15/420   15/420 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

15/420 18/234  33/654 

② 国内での交流  0/0    人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

事業最終年度であることに鑑み、全ての小課題とも拡大はせず、むしろ

共同研究のまとめと論文による公表に注力する。１０月か１１月に開催

する長崎大学のＧＣＯＥとの共催による国際セミナー（または国際シン

ポジウム）を通して、専門知識の豊饒化と研究者ネットワークの強化を

図り、事業終了後の国際共同研究の更なる展開に向けた可能性を広げる。

日本側参加者数  

18 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

ベトナム側参加者数 

15 名 （１３－1 ベトナム側「参加研究者リスト」を参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）JSPS 拠点大学交流事業  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）JSPS Core University Program   Analysis of various 
factors on emergence and re-emergence of tropical infectious 
disease and their strategy. 

開催時期 平成 21 年 11 月 26 日 ～ 平成 21 年 11 月 28 日（ 3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、長崎、長崎大学熱帯医学研究所 
（英文）Nagasaki, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）高木正洋・長崎大学熱帯医学研究所・教授 
（英文）Takagi Masahiro, Institute of Tropical Medicine 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
( 日本 ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 11/33 
B.  
C. 6/12 

 
ベトナム 
<人／人日> 

A. 14/70 
B.  
C.  

 
 

<人／人日> 

A.  
B.  
C.  

 
合計 

<人／人日> 

A. 25/103 
B.  
C. 6/12 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計し

ないでください。） 
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セミナー開催の目的 最終年度の記念行事として、長崎大学のＧＣＯＥ「熱帯病・新興

感染症の地球規模統合制御戦略」と共催する。４小課題の成果を

中心に発表し、小課題間で成果の共有を担保すると共に、ＧＣＯ

Ｅの講演にも参加し知識の豊饒化をめざす。ＧＣＯＥとの共催を

通じて研究者交流を促進と研究者ネットワークの強化を図り、事

業終了後の国際共同研究の更なる展開に向けた可能性を広げる。 

期待される成果 ① ４小課題間の成果が共有される共に、ＧＣＯＥの催事への参加

を通して知識の豊饒化が促進される。 

② 共催を通じて研究者交流が促進され、研究者ネットワークが強

化される。このことにより事業終了後の国際共同研究の更なる

展開に向けた可能性も広がる。 

セミナーの運営組織 日越双方のコーディネーター、ＧＣＯＥのセミナー担当委員他数

名による準備委員会を中心に準備を進める。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費、国内旅費 および 諸経費    
 
金額 4,095,000 円 

ベトナム（地域）側 内容              金額 なし 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

ベトナム 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
計 

日本 

<人／人日> 

 1/3  1/3 

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

 1/3  1/3 

②  国内での交流       0 人／0人日 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 1,150,000 

国内旅費、外国
旅費の合計は、
研究交流経費の
５０％以上であ
ること。 

外国旅費 16,430,000 

謝金 600,000  

備品・消耗品購入費 3,550,000  

その他経費 840,000  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

550,000  

計 23,120,000 
研究交流経費配
分額以内である
こと 

委託手数料 2,312,000 

研究交流経費の
１０％を上限と
し、必要な額で
あること。 
また、消費税額
は内額とする。 

合  計 25,432,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数〈人／人日〉 

第１四半期 2,080,000 3/42 

第２四半期 6,287,000 13/167 

第３四半期 10,940,000 35/367 

第４四半期 3,813,000 8/184 

合計 23,120,000 59/760 

 


