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活動内容 
 
1）WHO Representative Office Vietnam  

Dr. Takeshi Kasai (WHO Representative to Vietnam) 
 

リーディングプログラムにおける大学院生の海外活動プログラム (Internship、

Practice on overseas field epidemiology) について概要を説明し、WHO ベトナム事務所

としての海外活動プログラムの援助の可能性について意見交換した。本プログラムの

目的以外に、人獣共通感染症リサーチセンターの WHO Collaborating Centre としての

TOR 実施に組み込める可能性についても協議した。以下にその結果をまとめる。 
 
i)  基本的に Internship、Practice on overseas field epidemiology の実施にあたり、大学

院生、教員の受け入れは可能。  

ii)  現行プロジェクトに組み込んで、学生の参加が可能（狂犬病、予防接種、薬剤耐

性マラリア等）。 

iii) 新規プロジェクトとして Streptococcus suis 感染症の疫学調査を考慮中。 

iv)  WHO 西太平洋事務所所轄国での実施も可能であろう（モンゴル、カンボジア：

同国代表は日本人）。 

v) WHO には実験施設がないことから、ベトナムの試験研究機関に試料処理に必要

な実験室の提供を受ける必要がある。 

海外出張報告書     2013年3月11 日提出

氏名 澤 洋文、有川 二郎 

所属 人獣共通感染症リサーチセンター、医学研究科 

職 教授 

出張先 ベトナム、ハノイ 

出張期間 2013 年 2 月 28 日－2013 年 3 月 6 日 

目的 ベトナム、ハノイの National Institute of Hygiene and 

Epidemiology  (NIHE) 、WHO ベトナム事務所を訪問して、リー

ディング大学院プログラムで実施する「実践海外疫学演習」「海外共

同研究演習」もしくは「海外インターンシップ」のベトナム開催に

ついての現地視察による状況の把握および長崎大学ベトナム拠点関

係者、WHO 関係者、Global Virus Network 関係者等との情報交換

を実施する。 

スケジュールが合う様であれば、NIHE の長崎拠点で調査研究を

実施している有川先生の研究室の清水先生の研究状況を見学する。
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vi)  次のステップとして、具体的なプロジェクト内容、参加者について北大側で原案

を作成し、Dr. Kasai と再協議する。 

vii) WHO Collaborating Centre としての活動としても実施可能で、年次報告にも記載

できる。 
 
以下は受入に必要な手続き 

i)  ビザ取得は WHO 事務所を通じて手続きを実施する。最速で 3-4 週間かかるが、3

～4 カ月前に手続きを開始する必要がある。 

ii) 保険は北大側でカバーする。 

iii) 滞在費は WHO 会計を介さず、北大から本人に直接支給する。 

iv) ヒト検体を取り扱う研究については、WHO で倫理審査するよりも、北大もしく

は NIHE にて申請した方が時間の短縮になりよいであろう。 

 

2) The Ireland-Vietnam Blood-Borne Virus Initiative (IVVI） 

（National Institute of Hygiene and Epidemiology：NIHE 内） 

Dr. Nguen Thi Lan Anh (Head, Department of Immunology and Molecular Biology) 
 
 本施設はNIHE内にアイルランド政府のODAとして建築、整備されたものであり、

2007 年にスタートし、2009 年に建物、施設整備が完了した。Dr. Nguen Thi Lan Anh

（東京大学医学研究科生化学で学位取得）がベトナム側の責任者であり、Prof. William 

W. Hall (University College of Dublin) がアイルランド側の責任者。主たる研究対象は

ウイルス性血液疾患であり HIV, B/C 型肝炎ウイルス等の診断および研究を実施して

いる。研究施設は充実しており、ほぼ先進国の実験室並みの設備・機器が整備されて

いる。施設スタッフの多くもアイルランドで研修を受けており、独自に研究を遂行す

る能力がある研究者が揃っていると考えられた。リーディングプログラムにおける大

学院生の受け入れの可能とのことである。 

 

3) National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE)  

Prof. Nguyen Tran Hien (Director) 

Dr. Ha Thi Thu Hoang (Bacteriology Department) 
 
 Hien 所長にリーディングプログラムにおける大学院生の海外活動プログラムにつ

いて、概要を説明し、NIHE としての援助の可能性ついて意見交換した。NIHE 研究

者の北大リーディングプログラムへの受入（留学生枠）についても条件、研究内容、

応募手続き等説明し、本プログラムによる大学院生、若手研究者の交流について合意

を得た。 
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4) National Institute of Veterinary Research (NIVR) 

Asso. Prof. Phung Quoc Chuong (Director) 

Asso. Prof. Nguyen Viet Khong (Deputy Director) 

Dr. Nguyen Quoc Doanh (Chief of Parasitology Department) 
 
 Chuong 所長ほか所員にリーディングプログラムにおける大学院生の海外活動プロ

グラムについて、概要を説明し、援助の可能性について意見交換した。また人獣共通

感染症リサーチセンターの研究活動内容に関して slide を用いて説明した。本研究所

の訪問に際して、帯広畜産大学原虫病研究センター 井上 昇 教授に御紹介頂いた。

同教授は帯畜大博士課程で実施するインターンシップの学生 3 名の受入依頼のため、

同席された。 

NIVR は７研究部門で構成され、人獣共通感染症としては狂犬病、サルモネラ症、単

胞条虫症等の研究を実施している。NIVR は 2001～2004 年の間、JICA のサポートを

受け、施設整備、人材育成活動が実施されたが、プロジェクト終了後の研究活動は活

発ではないようで、多くの機器が整備不良、故障等で使えない状況であった。 

 

5) 長崎大学拠点（NIHE 内） 

Prof. Tetsu Yamashiro 

Dr. Kazue Hotta 

Dr. Futoshi Hasebe 
 
 山城拠点長にリーディングプログラムにおける大学院生の海外活動プログラムに

ついて、概要を説明し、援助の可能性について意見交換した。下記の点について今後

検討を続ける必要があるが、基本的には受け入れ上の問題は無いであろうとの返事を

いただいた。 
 
i) 受入手続きの問題：北海道大学では研修委託（研究科教授会審議事項）、長崎大

学での受け入れに当たり事務手続きが必要ではないか？ 

ii) 長崎大-NIHE の MOU に基づいて NIHE でビザ取得の手続き可能で有る。 

iii) 長崎大のリーディングプログラムもベトナムならびにケニアで実施し、10 名程度

を 1～2 カ月受け入れることになるので、実施期間は重複しないほうが良い。 

iv) WHO 経由での研修の引き受けも可能であろう。 

山城先生との協議後、ベトナム長崎拠点と共同研究を実施している、有川先生の

講座（北海道大学医学研究科病原微生物学分野）の助教の清水先生と面会し、長崎

拠点の実験室を見せて頂いた。 
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各施設訪問時の写真 

                                                            

WHO ベトナム代表事務所            Ireland-Vietnam Blood-Borne Virus Initiative (IVVI）             

(左がベトナム代表の葛西先生)          NIHE 内に 1 つの建物を有し、施設も充実。 

 

NIHE の Nguyen Tran Hien 所長と協議 NIHE 内の長崎拠点の P3 設立モニュメント 

 

 

NIVR で北大の国際活動を説明      NIVR 内の P2 実験室 
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リーディングプログラムの海外活動プログラム (Internship、Practice on overseas field 

epidemiology)のベトナム実施についてのまとめ 

 

以上、今回の各機関の状況等を踏まえて、ベトナムで Internship、Practice on overseas 

field epidemiology を実施する際に、下記の案が現実的かつ効果的な研修となると考え

られる。 

 

1) WHO ベトナム事務所と共同で実施できるプロジェクトの立案・提示

（Streptococcus suis 感染症、レプトスピラ症、狂犬病、マラリア等が候補）。 

2） 実施の可能性について WHO ベトナム事務所と具体的に協議。 

3） 実施可能となれば、時期と参加者募集（学生 1-2 名程度；担当教員 2-3 名程度）、

ビザ申請開始。 

4） 日本国内で事前研修実施（背景、検査手技、リスク評価法等に関する学習）。 

5） 研究室内の仕事は NIHE（長崎大拠点、IVVI もしくは細菌研究室)で実施。 

6） 可能であればNIHE研究者も参加させ、WHOCCとして同国の人材育成にも貢献。 

 


