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世界的な貧富の差の拡大は，各地で大きな社会不安をもた

らし，犯罪の増加や治安の悪化により，汚職の横行拡大を

生みだし，また一部の過激派のテロリズムにより戦争へと

拡大しています。貧困地域の保健衛生状態も深刻で，寄生

虫病をはじめとする風土病は，地域内ばかりでなく，時に

エボラ出血熱のように広域に拡大し，地域問題ではなく地

球規模で対処すべき問題となっています。とりわけ世界の

人口の8割を占める途上国や熱帯地域の貧困層を苦しめる

寄生虫疾患等の慢性感染症対策には公的な支援の枠組みが必要で、その対象とな

る感染症のことを総称して顧みられない熱帯病(NTD)と呼んでいます。これらの

病気は貧困層の病気であるため，研究や対策に予算が割かれず、また、新しい薬

を作ったとしてもそれに見合う薬価が期待できないことから先進国の民間企業が

その開発に二の足を踏んでいるという特徴がありました。日本はG7諸国を主導

し、20年前から「橋本イニシアティブに基づく寄生虫対策プロジェクト」や「太

平洋地域フィラリア症対策プログラム(PacELF)」など、この領域の主要なプログ

ラムを支援してきましたが，未だ十分とはいえず、特に熱帯医学研究所には日本

を代表する熱帯感染症の研究センターとしての先導的な役割が強く求められてい

ます。そこで所内にこの領域の研究活動をさらに促進するメカニズムとして、産

学官民連携を主体とするNTD制御のための医薬品開発研究推進やNTD対策を国内

外の機関と共に進めるためのセンターを2016年度に開設しました。  

発行日：平成29年7月28日 第 1 号 

NTDiセンタ―2016年4月オープン 



 

 2017年4月からNTDiセンター長を拝命しました金子 

聰です。初代センター長の平山先生が構想された計画

の運用と、更なるセンターの発展を目指して、努力す

る所存です。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 今年度から本センターの役割に国内外の組織・団体

との連携というmissionを加えました。研究の国際化

や国際連携は今後さらに重要になると考えられます。

また、国際的研究資金の獲得においても、研究機関の

みならず、国内外の組織との連携が重要になっております。シニア・アドバイザー

の一盛先生にご支援を仰ぎながら、これまで連携のなかった組織・団体とも新たな

関係を結んで参りたいと思っています。特に、昨今は、研究成果の実地での活用も

求められることが増えております。研究成果を実地での活用へと繋げるためにも、

外部との連携は重要と考えております。先生方におかれましては、本センターの機

能をご利用頂き、さらなる研究費の獲得、研究成果の促進へと繋げて頂ければ幸い

です。 

 今後とも、ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。  

 実践に対応した研究開発や医薬品開発研究を具体化するためには、基礎研究

でのシーズ発見から現場での活動の理解、さらには、前臨床及び早期臨床試験

に至るための複雑な知識や情報をまず研究者へ供給することが不可欠です。こ

のため、１）アップデートな知識を毎年更新するトレーニングコースの運営

や、２）各種財団や省庁などの研究開発助成に関する動向を探り必要な情報を

研究者に提供するための恒常的な情報収集、３）熱研内外の関連研究に関する

情報を広く知らしめるためのホームページやメルマガを用いた広報を中心に活

動する予定です。 また、研究成果の効率的利用を図るためには、開発デザイン

の設計段階から世界保健機関（WHO）やNTD・感染症対策に関する国際団

体、研究機関との連携を密にする必要があります。本センターでは、そのよう

な国内外の機関・団体との連携を強化し、研究者の研究開発活動を支援してい

くことにしております。所長就任のため2017年より金子聰新センター長にバ

トンタッチしました。今後ともよろしくご支援ください。 
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センター長ごあいさつ 



2017年度トピックス 

1. Ethics course の開催 

2. WHO/TDR出張報告 

 

1. Ethics course の開催 

3 

トピックス 

 平成29年5月22日(月)～24

日(水)の3日間、長崎大学熱帯

医学研究所主催、アジア太平

洋地区倫理委員会連絡会議

(FERCAP)、Strategic Initia-

tive for Developing Capacity 

in Ethical Review (SIDCER)

の共催により、医学研究のた

めの倫理に関する国際研修コースを開催しました。16回目を迎える今回は

日本をはじめ、タイ、フィリピン、ルワンダ、コンゴ、ナイジェリア、モン

ゴル、ベトナム、イラン、スリランカなど10か国から36名が参加しまし

た。 

 研修では、各テーマについての入門的な講義を聞いたうえで、関連する

ケースについてクループ討論し、倫理的問題を分析する力を養い、研究倫理

についての基本的な考え方を学ぶと同時に、近年の研究倫理に関する国内外

における議論を把握することを目的としています。 

 具体的には、研究倫理の基本原則、インフォームド・コンセント、リス

ク・ベネフィット評価、既存資料の利用、国際共同研究における倫理などに

ついて学びます。これに加えて、子どもを対象とする研究の倫理、コミュニ

ティを対象とする研究の倫理、プラセボ対照試験の倫理、研究と治療の区

別、倫理審査委員会の構成や機能等についても学ぶ機会となりました。 

●コースディレクター 

Juntra Karbwang(長崎大学熱帯医学研究所)、佐々木 均(長崎大学病院薬剤

部)、平山 謙二(長崎大学熱帯医学研究所) 

●講師 

Cristina Torres (FERCAP-Philippines)、Sangkae Chamnanvanakij 

(Phramongkutklao Hospital, The Royal Thai Army (Thailand), Kwan-

chanok Yimtae (Khon Khen University)、Juntra Karbwang (長崎大学熱

帯医学研究所)、平山謙二 (長崎大学熱帯医学研究所) 



WHO/TDR会議出席 

1) TDR 「熱帯病研究教育特

別プログラム-Special Pro-

gram for Research and Trai

ning in Tropical Diseases」 

2) TDRの体制 

3) DRの活動 

4) TDRへの日本の今後の対

応についての私見（平山） 

5) JCB meetingに参加しての

感想 

2. WHO/TDR年次運営会議  Joint Coordinating Board (JCB) Meetingへ

2017年6月20, 21日にジュネーブで開催されたTDRのJCB会議に平山謙二が日本

を代表して出席しました。 

1) TDR 熱帯病研究教育特別プログラムとは 

 Special Program for Research and Training in Tropical Diseases 

 1975にWHOに設置された。日本は開始からのドナーであり、主要な貢献をして

きている。目的は文字通りアフリカ、東南アジア、ラテンアメリカの熱帯病の研

究推進で、感染症制圧に向けた医薬品開発、介入、政策研究の実践へのfundingお

よびそれに従事する途上国の研究機関や人材の育成を行っている。 
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２）TDRの体制  

 研究の推進を実際に実施するため、WHOのような政策立案、監督機関とは、

一線を画しており、WHO連携機関のメリットを生かしつつ、他のUNの組織

（UNESCO, WB, UNDP, UNAIDS）からの支援も受けることで独自の存在感を

保っている。 

  WHOが有力なスポンサーであることは明らかで、その意味では日本はTDR

にとっても最も強力なサポーター国のひとつであると言える。 

 2017年現在、DirectorはJohn Reeder（UK）で、約20名のスタッフがWHO

本部内のビルの１フロアを使って業務を行っている。そのうち専門家が約半

数、残りが事務職である職員はすべてWHO（UN）の国際公務員として認めら

れている。また、広報や会議、委員会などの業務すべてWHOの支援で行われ

る。Directorの下、WHOやUNと同様2年間の予算計画とその執行がなされる。

計画案はスポンサーとJCB、Scientific Committeeの代表各1名で構成される運

営委員会（Standing Committee）で承認される。 

 活動状況や予算の執行などについては年に1回のJCB会議で2日間かけて討議

され、承認される。JCBのメンバーは約30名で20名はドナー国（機関）代表、

10名は受益国の代表である。 

 現在のメンバー国は日本以外に、英、米、仏（パスツール）、伊、ベル

ギー、ルクセンブルグ、ノルウェー、スウェーデン（SIDA）、タイ、シンガ

ポール、マレーシア、中国、モルジブ、ペルー、コロンビア、ザンビア、モザ

ンピーク、ガーナ、ナイジェリア、南アフリカ等である。 

 研究開発に関する業務については全般的にはScientific Committeeで承認さ

れる（年2回）。主に途上国の代表から構成されている。 

 個別の研究領域やCapacity buildingのプロジェクトに関する選定や評価は、

個別の専門家会議で行われている。 
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３）TDRの活動 

1. 研究支援：毎年500万-2000万円程度のプロジェクトが20-40課題採択されてい

る。ほぼすべて途上国ベースの研究である。特に介入研究implementation 

researchあるいはoperational researchに力をいれている。 

2. 人材育成：世界７か国の流行地、バングラデシュ、コロンビア、ガーナ、イン

ドネシア、レバノン、南アフリカ、ザンビアに１か所ずつ拠点大学を設定し、

人材育成（master PhDプログラム）の支援を行っている。また各WHO地域(６

地域)にトレーニングセンターとして、アフリカはガーナ、地中海がチュニジ

ア、東ヨーロッパはカザフスタン、東南アジアはインドネシア(ガジャマダ)と

フィリピン（RITM）、ラテンアメリカではコロンビアの大学が指定されてい

る。上記のプログラムは2年経過し、大きな成果をあげている。このプログラム

への日本および長崎大学への貢献が最も期待されている。JICAのPhDプログラ

ムやfollow upプログラム、長崎大学TMGHの関与を積極的に明確化する必要が

ある。  

4）TDRへの日本の今後の対応方針についての私見（平山）  

1. 積極的な貢献が必要である 

日本のG7サミットでのこれまでの取り組みをさらに発展させるためにTDRの

ようなCapacity buildingの国際的な取り組みに積極的な姿勢で望み、お金で

なく人的知的分野でのイニシアチブ(主導権)を取ることが今後求められてい

る。 

2. そのためにはTDRの対応体制を再整備する必要がある 

今後これまでの2019年までの財源を確保した上で、実質上の窓口をTDRと連

携協定を結ぶ予定の長崎大学あるいは種々の人材育成コースを準備中のJICAに

委託する選択肢も考えられる。長崎では国際課及びJICA人間開発部と連携し

て、より綿密なプログラムへの関与を模索していきたい。 

3. TDRへの日本の貢献の可視化 

今後はこれまで以上に日本熱帯医学会や熱研とのコミュニケーションの活性化

に努める。 

5）JCB meetingに参加しての感想  

1. TDR自体の存在意義について、日本の立場を明確にする必要がある。 

2. 事務局長がマーガレットチャン氏からテドロス氏に代わり、WHO全体の方針

変更もありうる。  

3. DirectorのJohn Reeder氏との連携を強化し、できるだけ日本の存在の大きさ

を知らしめるのがよいと感じた。その結果、11月開催の日本熱帯医学会（東

京）のシンポジストに招待した。 

John Reeder氏と 

WHO Executive Board Room  

in Geneva 



長崎大学熱帯医学研究所 

NTDイノベーションセンター 
 

〒852-8523  

長崎市坂本1丁目12-4 

長崎大学熱帯医学研究所 

免疫遺伝学分野内  

NTDiセンターのロゴが意味するもの 

 NTDiセンターは、これまでの産学官連携にNPOなどの民を加

えた産官学官民の連携を目指しています。外輪の色違いの青は

それぞれが産官学民を表し、内輪の3つの輪は、それぞれ、赤：

アフリカ、オレンジ：アジア、緑：ラテンアメリカを表してい

ます。 

 産官学民が手を取り合い、共にNTDで苦しむ国の人々のため

にNTDsの克服を行っていくという意味が込められています。 

1. 4月NTDi Center 開設 

 （顧みられない熱帯病イノベーションセンター）  

2. 2016年6月20-22日ジュネーブで開催されたWHO/TDR会議に出席し、WHOと長崎

とのネットワーク構築およびそのための情報収集を行った 

3. ケニア共和国ビタ地区の住血吸虫プロジェクト(研究代表：濱野真二郎)を支援し、

2017年度申請の科学研究費基盤研究(A)採択に貢献した。 

4. 11月事務サポートとして専門職員1名を採用し、運営委員会（金子聰、一盛和世、藤

原雄介、Juntra Laothavorn、Tien Huy)を設置した。 

5. 大学院セミナーの開催その① 

  講師：岡本 洋幸先生  (在ヨルダン日本国大使館 一等書記官 兼 医務官) 

  タイトル：ヨルダンの医療と医務官の仕事  

  日時：2017年1月12日（木）17:00 ～ 18:00 

6. 大学院セミナーの開催その② 

  講師：小出 宏先生 (YNS往診専門医師) 

  タイトル：Introduction to YNSA (Yamamoto New Scalp Acupuncture) 

        -very unique acupuncture for pain, paralysis and more-  

2016年度活動報告 
2016年度活動報告 

1. 4月NTDiセンター開設 

2. WHO/TDR出張（平山謙

二先生） 

3. 科学研究費基盤研究(A)

採択 

4. 運営員会の設置 

5. 在ヨルダン大士官医務官

岡本先生セミナーの開催 

6. YNSA専門医小出宏先生

セミナー開催 


