
 

平成１７年度－１９年度 

 

長崎大学国際連携研究戦略本部事業報告書 

国立大学法人長崎大学国際連携研究戦略本部 



 

 

 

目  次 
 

 

 

 

 

第一章 国際連携研究戦略本部事業報告 

１．  機能・体制の整備状況 

２．  計画の達成度 

３．  事業効果の大きさ 

４．  大学国際戦略本部強化計画（平成１９～２０年度） 

 

第二章 国際連携研究戦略本部事業報告書（資料編） 

 

 

第三章 国際健康開発研究科（修士課程）設置計画（抜粋） 

１． 国際健康開発研究科概要 

２． 基本計画書 

３． 教育課程等の概要 

４． 授業科目の概要 

５． 設置の趣旨等を記載した書類 

６． 教員名簿 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章 

国際連携研究戦略本部事業報告 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

       

「大学国際戦略本部強化事業」（平成１７年度採択）事業報告書 
 

１. 機能・体制の整備状況 

１-１. 長崎大学の国際戦略 
（１）効果的な国際戦略の策定 
国際活動を全学的な観点から推進するために効果的な国際戦略は策定されたか 

全学的な視野に立って国際戦略が策定されているか 

 

１）国際戦略策定の経緯 
平成 16年度から実施された国立大学法人への移行に向けて、長崎大学では平成 14年度より 

全学の叡智を結集して、学内全部局代表から構成される「法人化専門委員会」を発足させ、国立 

大学法人長崎大学の中期目標(資料 1)・中期計画（資料 2）を策定した。そこでは、世界トップ 

レベルの大学を目指して教育・研究の高度化と個性化を図り、アジアに注目しつつも世界にとって

不可欠な「知の情報発信拠点」としての役割を果たし続けることを大学の基本目標として謳い、 

特色ある研究への重点支援と、国際性豊かな教育による次世代のリーダーたる人材を戦略的に 

養成することを中期計画に盛り込んだ。本学の国際戦略はこの基本構想を基盤に策定される 

こととなった。 

国立大学法人の発足後、研究・国際協力担当理事の下、様々な観点から本学の国際連携 

研究の課題の抽出・分析作業を行った。その結果、本学の強みを生かした研究に対する 

重点的支援およびその推進に特化するとともに、全学的に選択された国際連携研究のマネジ 

メント全般を担う全学組織「国際連携研究戦略本部」（以下「戦略本部」）の活用を骨格とした 

本学独自の国際戦略案を策定し、平成 17年 12月の教育研究評議会において審議の結果、 

「長崎大学の国際戦略」（資料 3）として正式決定された。 

 

２）課題の抽出・分析の経緯 
国際戦略案策定に当たっては、研究・国際協力担当理事の下、様々な観点から課題の抽出・ 

分析作業を行い、主要な重点項目として以下の事項を抽出した。 

 

① 本学のような中規模地方大学では、幅広い学問領域を網羅する国際戦略（研究協力、開発 

支援、人材育成など）を描く事は現実味に乏しく、本学が有する特色に鑑み、他の研究 

機関に対して本学の比較優位を最大限生かした戦略を構築することが、眼に見える国際 

貢献・成果につながる。 

 

② 内外に認知された長崎大学の特色的研究領域である「熱帯病・感染症研究」「放射線 

医療科学」「海洋環境生物資源研究」はいずれも地球規模の広がりを持つ 21世紀の 

最重要課題であり、国境を越えた研究の円滑かつ効率的な遂行こそが、その解決策の 

提示を可能もする。 

 

③ 長崎大学の持つ研究ポテンシャルと国際協力機関（JICA、 JBIC、 WHO、 UNICEFなど）、 

医療機関、研究機関、NGO 等が持つポテンシャルを結びつけ、これら国際連携研究に属する

すべてのプロジェクトを総合的にマネジメントし、その円滑な進展に資する独立した学内 

組織として戦略本部の設置が必要である。 
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３）国際戦略の学内での周知・共有 

平成 17 年 12 月の教育研究評議会における審議に先立ち、各部局に「長崎大学の       

国際戦（案）を配布、教授会における検討および周知を依頼し、教育研究評議会における正式案        

決定後、直ちに長崎大学ホームページ上で学内に周知した。 

 

４）国際戦略の学外へ向けた情報発信 
戦略本部ホームページ上（資料 4）で本部の活動状況とともに国際戦略を公開している。 

海外からの照会も多く、例えば欧米および日本の大学の国際連携戦略を研究しているケニヤッタ 

大学 University Advancement局長が、日本の大学の比較調査事例として長崎大学を選択し 

（広島、筑波、大阪大学等との比較）、本学の国際連携研究戦略に関する調査のために来訪した 

(資料 5）。また、本学の特色ある国際戦略と戦略本部活動は学外からも大きな注目を集めており、

平成 17、18年度大学国際戦略本部強化事業公開シンポジウムに連続して招聘され事例招介 

（資料 6-1,2）を行った。また、海外におけるシンポジウムへの参加依頼を受けて講演および 

パネルリストによる報告（資料 7）を行ったほか、執筆依頼による関連著作も 3編（資料 8-1,2,3） 

に上る。 
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（２）改革に直結した国際戦略                    

具体的な行動や改革に結びつくような実際的な国際戦略となっているか
 

 

１）アクションプランの策定 

 平成 17年 4月の戦略本部の発足と前後して文部科学省の大学国際戦略本部強化事業の公募が 

開始されたが、事業応募申請調書の執筆と並行して 5年間のアクションプラン（資料 9）を策定した。

主要な達成目標は戦略本部の組織構築と機能の充実、並びに本学の特色的研究領域である「熱帯病・

感染症研究」「放射線医療科学」「海洋環境生物資源研究」に特化した国際連携研究戦略の遂行で 

ある。とりわけ平成 17年度より開始された JICA委託事業「大洋州地域予防接種事業強化プロジェク

ト」の受託・運営と、文部科学省教育研究特別経費連携融合事業および新興感染症研究拠点形成支援

事業によるケニア・ナイロビ市の Kenya Medical Research Institute(KEMRI)（以下「ケニア中央医

学研究所」）およびベトナム・ハノイ市の National Institute of Hygiene and Epidemiology(NIHE)

（以下「ベトナム国立衛生疫学研究所」）内への海外感染症研究拠点の設置と現地における共同研究

の推進を最重点課題とした。また、JICA委託事業とベトナム国立衛生疫学研究所内拠点の企画、運営

全般（予算管理、人材派遣、ロジステイクスなど）を戦略本部が担当することにより、事務管理の一

元化を通じて迅速な対応を実現させるとともに、この業務遂行を通して本部組織の機能の充実を図る

こととした。 

 

２）国際戦略推進上の課題の特定 

① 戦略本部組織の業務運営について：「長崎大学の国際戦略」では、戦略本部おける迅速

な意志決定とワンストップサービスの実現による国際連携戦略の効率的推進を謳っている。こ

れは、企画立案から実施までの機能を戦略本部に一元化することにより本部長の迅速な意志決

定を可能とし、同時にワンストップサービスの実現によりそれまでの国立大学には未経験の領

域であった国際協力事業主管に当たっての柔軟かつ臨機の対応を可能とする体制の構築を目指

すものである。しかしながら、人事・予算執行などすべての業務にわたって既存の事務体制の

枠組みと意思決定システムから逸脱・独立することは至難であることが分かった。戦略本部に

おけるワンストップサービスの実現は大学システムの改革と表裏一体のものといえ、現時点で

は目標実現に向けて個々の懸案ごとに必要なシステム改革に取組む戦略をとっている。 

② 海外拠点の運営について：海外拠点の運営にあたって国際戦略推進上の様々な課題に遭遇

し、その解決に戦略本部は多大なエネルギーを費やしてきた。その要因は法律や文化などの

違い、旧来の大学運営システムの制約など多岐にわたるが、何よりもこれまでの国立大学に

は国際協力事業主管のためのノウハウの蓄積がほとんど無く、参考とすべき先例がなかった

ことも事業推進上の困難さに拍車をかけていたものと考えられよう。以下、戦略本部がこれ

まで取組んできた懸案を列挙する。 

a 海外拠点勤務職員の待遇面及び生活面改善のため赴任制度を導入（関連資料 10-1,2,3） 

b 外部資金により職員を採用できるよう有期雇用制度を導入(関連資料 11) 

c 海外拠点勤務職員等の危機管理対策（関連資料 12-1,2,3） 

d 海外拠点に設置する機材輸入に懸かる関税対策
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これら懸案への対応および経緯は全て「ベトナムプロジェクトマニュアル」(資料 13)として

記録保存することとしている。本マニュアルは今後の本学の国際戦略推進にあたっての貴重

な資料となるものと考えられる。 

（３）国際戦略に基づいた計画の実施 
国際戦略に沿って具体的に計画が実施されているか 

 

１）戦略本部の確立と機能の充実：学長管轄の部署として国際経験豊かな本部長、副本部長、

高度専門性を有するコーディネーター及び事務職員の配置などの人的整備を中心として、 

全学的な立場から国際活動を推進する組織機能の充実化は計画通り進展している(資料 14)。 

２）熱帯病・新興感染症研究領域：ベトナムにおける｢新興･再興感染症研究拠点形成プログラ

ム｣（文部科学省新興･再興感染症拠点形成プログラム委託業務）（以下「ベトナムプロジェク

ト」）(資料 15)、ケニアにおける「感染症拠点プロジェクト」（文部科学省特別研究経費･連

携融合事業）（以下「ケニアプロジェクト」）の大型プロジェクトを受託した。また、JICAの

技術協力プロジェクトである「大洋州予防接種事業強化プロジェクト」（以下「フィジープロ

ジェクト」）(資料 16)の運営支援を実施するなど、熱帯病・新興感染症研究領域においては当

初の計画を上回る進展を見せている。ベトナムプロジェクト拠点は、他 3大学（北海道大学、

大阪大学、東京大学）の拠点を含む感染症拠点ネットワーク事業の一環として、わが国で初め

ての大型海外研究拠点プロジェクトであり、プロジェクト立ち上げ時の環境整備に様々な困難

が伴った。これに対し、研究チームを構成する本学熱帯医学研究所や医歯薬総合研究所の研究

者と協力し、戦略本部が中心となりベトナムパートナー機関との協議実施、MOU締結(資料 17)、

ベトナム政府からのプロジェクト実施承認受理、関税問題を含めた研究資機材の輸出･搬送･設

置などを担当した。ケニアにおいてもプロジェクト開始に際して類似の問題に直面したが、熱

帯医学研究所を中心に戦略本部がベトナムの経験をもとに支援をするなど側面協力を行った。

現在はベトナム、ケニア両拠点ともに、本格的研究が開始されており、研究は順調に進められ

ている。（詳細に関しては「B.計画の達成度」を参照）。 

３）放射線医療科学領域：WHOに派遣していた本学教員を通じて国際機関との連携強化、国際的

枠組みでのプロジェクト活動の推進、研修生の受け入れや人材交流など当初計画通り進展して

いる。特に WHOとの共同事業として平成 17年 9月ジュネ－ブ WHO 本部で原爆 60周年健康影響

取り纏め国際会議（Late Health Effects of Radiation: knowledge gained through 60 years 

experience in Japanとして公表）を開催、成功させたことは特筆に値する（詳細に関しては

「B.計画の達成度」を参照）。 

４）海洋環境生物資源研究領域：韓国済州大学校に海洋・水産学分野の交流活性化を目的とし

て長崎大学－済州大学校交流推進室を開設（資料 37-1）するなど、日中韓の環東  シナ海環

境資源保全に関わるネットワークの拡充と研究活動の推進を計画通りに進めている。（詳細に

関しては「B.計画の達成度」を参照）。 

５）全学的事項（海外赴任環境の整備）：本学で国際活動拡充の中心となっている海外研究拠

点への教職員の海外赴任環境を整備するために、制度などの改善を行ってきた。特筆すべきも

のとして、海外赴任制度の整備、危機管理対応マニュアルの作成（資料 12-2,3）などがあり、

当初計画を上回る進展を見せている（詳細は「B.計画の達成度（2）計画を上回る進捗」を参照）。 
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６）新規プロジェクトの受託： 戦略本部とケニアプロジェクトで赴任している研究者らとの  

連携協力のもと、JICA草の根技術協力事業（草の根パートナー型）へ申請した案件が、新規

に一件採択された(資料 18)。本案件は、熱帯医学研究所が文部科学省特別教育研究経費･連携

融合事業費の下で実施されているケニアプロジェクトのフィールド地において、地域住民の健

康状態の改善を目的とした保健医療サービスの提供と人材育成を行う国際開発協力プロジェ

クトである。この案件の採択は、新規プロジェクトを発掘・受託したという以上の意味を持つ。

元来ケニアプロジェクトは、文部科学省と他の関連機関との｢連携｣を通じてわが国の国際連携

研究の拡充を意図して構築された経緯があり、その点を鑑みると、当初目的の具体的な実現化

が図られていると評価されるであろう。また、本学国際戦略の柱といえる人材育成、研究推進

とその成果の社会への還元という観点、特に研究と社会貢献の有機的な連携という観点から

も、将来本学の国際活動の一層の展開に弾みがつくもの と考えられる。 

 

 

 

７）人材育成への取り組み：戦略本部の全学的組織としての特質を生かした新たな人材育成  

教育プログラムである｢国際健康開発研究科（修士課程）｣を構想、独立研究科として設置す

る準備に着手した(資料 19)（詳細は「B. 計画の達成度(2)計画を上回る進捗」を参照）。 
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１-２. 国際戦略本部組織について 
 全学的な意志決定を行う組織構成 

国際活動を全学的な観点から推進するために効果的な「国際戦略本部」は構築されたか？ 

「国際戦略本部」の構成は、全学的な戦略を検討・決定する十分な組織構成となっているか 
 

全学的な意志決定を行う学長直属の組織として、平成１７年 4月、研究・国際交流担当理事を本

部長とする戦略本部を組織した(資料 20)。 

本部長は戦略本部の新規案件を専権的に採択する権限を有し、契約業務等を迅速に進めることがで

きるが、採択された案件は教育研究評議会へ報告の義務を負う。重点 3 分野に含まれる事業以外の

国際関係事業については、学術交流委員会を通じて学内各部局等と緊密な連携を図り、必要に応じ

て新たな戦略を策定している。また、現在展開されている国際連携研究事業の中には、研究者のみ

ならず留学生の交流も視野に入れる場合があり、留学生交流委員会とも緊密な連携を図っている。 

戦略本部内においては特任教員など専門知識を有する事務・技術職員を含む外部人材の有期雇用

を実現し、本部長の下に高い専門能力を有する戦略本部スタッフ陣容が形成され、効率的事業運営

と新規事業の創出・獲得が可能となった。さらに関連部局より兼務教員を戦略本部に配置し、部局

との意思疎通の緊密化を図っている。 

また、本学の国際戦略本部事業のうち、当初から推進してきた 3分野の国際連携研究の中で、そ

の規模および進捗状況に応じて、その効率的遂行に資するという目的から戦略本部分室を研究担当

部局に設置することとした。 

 

「国際戦略本部」は全学における国際活動に係る情報を収集、蓄積する能力を有して 

いるか、また、実際に十分な情報を把握しているか 
 

 

（１）情報収集の経路 
① 本部長（設立当初は研究・国際交流担当理事）が全学の研究企画推進委員会、学術交流委

員会、留学生委員会の委員長を務めるため、全学の関連情報を一元的に収集することが可

能である。 

② ベトナムプロジェクト拠点とフィジープロジェクト拠点には戦略本部雇用のロジスティ

クス担当職員を常駐派遣しているほか、本部内にも各海外拠点担当者を配置し、海外拠点

や国際連携研究に関する情報収集に努めている。また、必要に応じて現地 JICA事務所か

ら情報収集ができるよう情報ネットワークも構築している。 

③ 関連部局の兼務教員や海外拠点担当職員も参加して、月１回、戦略本部月例会議    

(資料 21)を開催し、的確な懸案事項の把握・対応に努めている。 

（２）全学の国際活動に係わるデータ収集と分析、その活用の事例 

①上記により収集された情報を基に海外赴任に伴う現状分析、問題抽出を行う一方で、 
JICAなど国際協力実施機関の総務関連整備状況（赴任制度、保険制度など）の事例 

調査と分析を行い、海外拠点赴任教職員の待遇改善（在勤手当、保険費用など）方策と 

危機管理対策の立案をした。 

②同様に、海外拠点整備の一環として研究資機材の関税問題に関し調査を行い、海外拠点  

設置施設の資機材や備品の日本からの調達に関して免税措置を実現した。 

③学内の人的、知的資源を活用して本学の研究活動と連携できる形で、JICA の多様な技術  

協力スキームにおける案件の需要調査・分析を行い、新規プロジェクトの受託（JICA 草の

根技術協力事業（草の根パートナー型）による「西ケニアにおける貧困層を対象とした保

健医療  サービス支援と保健医療状況の改善を目指す地域・人事育成事業」に結びつけ

た。（資料 18） 



7 

④学内関連部局（経済学部、水産学部、工学部、環境学部など）へヒアリングを行い（資料

22）、学内の人的、知的ポテンシャルと関心を把握した上で、JICA、国連、国際協力系 NPO

及びコンサルタント会社や若者への需要調査に基づいて、国際協力の現場で即戦力となり

うる高度専門職業人養成を目指す「大学院国際健康開発研究科（修士課程）」を独立研究

科として設置するための構想立案を行った（資料 19）。（平成 20年度設置準備中） 

⑤ 戦略本部が国際連携研究、国際協力活動の全学的取り組み状況をスライドにまとめ、国際

連携ネットワークづくりの一環として、国際ワークショップなどの場で長崎大学の国際連

携活動への取り組みを紹介した（資料 23）。 

 

In April 2005, the Center for International Collaborative Research (CICORN) was established as an integral part of Nagasaki University with a 

mandate to identify, coordinate and implement research activities and international development projects in collaboration with partner 

institutions worldwide. 

Taking advantage of Nagasaki’s distinctive historical background of international exchange since the Edo era and its being geographically 

situated opposite the East China Sea very close to mainland Asia, as a “Center for transmission of intellectual information”, CICORN holds its 

own while collaborating with other outstanding research institutes to develop the world’s research and education in a leading role. 

Prof. Masayuki SUSAI, Ph. D
Deputy Director-General for CICORN 

Professor of International Finance, Faculty of Economics, Nagasaki University, Nagasaki, JAPAN

Center for International Collaborative Research, 

Nagasaki University (CICORN)
- to facilitate the mobilization and coordination of resources to enable the university to play 

a dynamic role in today's world of international development -

What is CICORN?

Mission of CICORN
-The University’s new organizational approach to 

international collaborative research projects

Rather than individual faculty members, the University has been 

entrusted with international cooperative programs of such domestic 

and international organizations as the UN, WHO, JICA, World Bank, 

etc. and is taking leadership in them. External funds produced by 

these research activities will be used for university education.

CICORN deals with those external domestic/international 

organizations as the University’s representative in terms of proposing 

and applying for international collaborative projects. It also serves as 

coordinator between the external agencies and the University faculty 

members.

-Prompt decision-making and effective management

The director’s immediate decision-making and an integrated body of 

faculty and administrative staff make direct management from the

planning stage to execution possible. 

-Effective operation by highly specialized staff plus 

creation and acquisition of new projects

The people with specific expertise are recruited as faculty 

members/administrative staff on contract bases.

Project Team

Radiation 

Medical Science

Project Team

Marine Biology 

and Ecology

Project Team 

Infectious

Diseases

In collaboration 

with 

International 

organizations, 

medical and 

research 

institutions, 

consulting 

firms and 

NGOs

Director

Deputy 

Directors

Coordinators

Administrative 

Staff

Members 

of the 

Education 

and 

Research 

Council

Nagasaki University

President

Board of 

Regents CICORN

Medical Radiation Science 

International Consortium

1. Radioactive Exposure Medical 

Care/Epidemiological Consortium (collaborative 

research activities with universities and institutes 

in the former Soviet Union) 

2. Radiation Life Science Consortium 

(collaborative research activities with European 

universities and institutes, highly acclaimed in 

fundamental research) 

Tropical and Infectious Disease Research

A) The Collaborative Study on Emerging and Re emerging 

Infectious Diseases in Vietnam: Enhancement of 

Research Capacity
Responsible Dept.: Institute of Tropical Medicine

Duration: 5 years from 2005 – 2009

Main partner institution:  National Institute of Hygiene and 

Epidemiology (NIHE), Hanoi, Vietnam

B) Pacific Immunization Program Strengthening 

(J-PIPS), sponsored by JICA
Responsible Dept.:  CICORN

Duration:  5 years from 2005 to 2009 

Project site: Suva, Republic of Fiji Islands, covering 13 countries in the Pacific 

Region (Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, 

Niue, Palau, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, and Vanuatu)

Project objective: Technology improvement particularly in three main areas that 

will enable the Pacific island countries/areas to independently manage 

their Expanded Program on Immunization (EPI) efforts.

C) Infectious Disease Research project in 

Kenya in collaboration with KEMRI
Responsible Dept.: Institute of Tropical Medicine

Duration:  5 years from 2005 to 2009

Research site: KEMRI

Project objectives: Establishing an “Emerging and Reemerging Infectious 

Disease Research Network”.

Research in Marine 

Biology and Ecology
Marine Life and Environment:  Ocean Global 

Development Concept in furthering the 

international Collaboration in Marine Science

Vision:  Global active participation on 

collaborative research activities in the 

conservation and restoration of the environment 

and bioresources in the East Asian Estuaries

Duration:  5 years from 2005 to 2009

Proposed area of research: 

-Development of ecosystem 

conservation/restoration measures for enclosed 

waters

-Restoration of biodiversity and bioproductivity 

in open waters (East China Sea and Yellow 

Sea) 

-Development of stable and safe systems for 

marine life cultivation and supply

CICORN’s logo is a brilliant shooting star with three colored lines with a 

slogan that states, “bringing a better future to all.” These three lines 

symbolizes the three main areas of focus for Nagasaki University, which 
are tropical medicine and infectious diseases, radiation medical sciences, 

and marine biology and ecology. The star represents a young indi vidual, 

with aspirations in becoming a “rising star” from Nagasaki University in 

order to contribute and enhance worldwide efforts in improving overall 

human development and wellbeing. 
http://www.cicorn.nagasaki-u.ac.jp/
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Activation of International Exchange of Researchers
-Nagasaki University received 250 international researchers in FY 2004, 257 in FY 2005, and 

239 in FY 2006(as of January 2007). The number tends to increase, but not drastic at all.

-Nagasaki University dispatched 861 faculty/administrative members in FY 2004, 1,020 in FY 

2005, and 902 in FY2007(as of January 2007). The number shows significant increase 

because CICORN has been dedicating to putting great efforts into its major projects.
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「国際戦略本部」の意志決定システムは、国際活動に関する全学的な観点から意志決定を 

図ることができるような位置付けになっているか、また、このルールに基づいて、実際に 

実質的な意志決定が行われているか 

(３)全学的な意志決定システムの策定と導入 

戦略本部の分掌事項や機能を盛り込んだ「長崎大学国際連携研究戦略本部規則」（資料 20）を

役員会の議を経て平成 17年 3月に制定し、全学に周知した。 

戦略本部組織の構築・運営や海外拠点運営など国際戦略に関る下記の重要事項に関しては、 

戦略本部の発案のもと教育研究評議会や役員会の議を経て全学的意思決定がなされた。 

① 長崎大学の国際戦略の制定（資料 3） 

 ② 外部資金による有期雇用制度の導入（資料 11） 

③ 海外拠点への赴任関係制度の導入（資料 10-1,2,3） 

④ 海外出張・赴任に伴う職員の危機管理対応マニュアルの策定（資料 12-2） 

⑤ JICAへのコンサルタント登録（将来の委託事業受託の準備）（資料 24） 

 

(４)戦略本部の機動的な意志決定 
「国際戦略本部」の意志決定や各事業の実施の迅速性。機動性を担保するための措置が 

工夫されているか 

①迅速かつ機動的意思決定プロセス 
国際戦略本部事業、各海外拠点マネジメント、人材育成プログラム、新規事業企画、予算管

理、人事管理などの業務を戦略本部の職員に分掌させ、本部長が一元的に意思決定を行う体制

を確立することにより迅速性・機動性を確保した。本部長の意思決定を 3名の副本部長が補佐

する体制を構築することで、リスク回避を担保した。また、専門性を有し且つ英語で海外と直

接にコミュケーションがとれるコーディネータ等スタッフを配置することにより、従来、通訳

や翻訳が必要であり、または事務と研究者との意思疎通に時間を要していた業務が迅速に遂行

できるようになった。以上のようなサポート体制を整備することにより、本部長による迅速か

つ適切な意思決定が可能となった。 

 

長崎大学国際連携研究戦略本部 3

放射線医療科学

プロジェクトチーム

海洋環境生物資源研究

プロジェクトチーム

熱帯病・感染症研究
プロジェクトチーム

国際研究機関

医療機関

NGOなど

本部長 １名
（学長特別補佐）

副本部長 3名

コーディネーター 5名

専門事務職員 8名

２. 国際連携研究戦略本部 機構図

教育研究評議会

報告
協力

長崎大学

学 長

役員会
長崎大学国際連携研究戦略本部

概要概要
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② 戦略本部の設置により迅速性・機動性が高まった事例 

   a.国際的な調達業務の速やかな実施：ベトナムプロジェクトにおいて、資機材や車輌を 

輸出する際の手続きに必要な英文資料の準備、現地におけるディラーとの協議、調整を 

直接英語で行うことにより、調達業務の効率化が実現されている。 

b.新規事業の専門分野における支援：ケニアで JICA 新規案件受託の準備に際して、     

ケニア赴任教員（熱帯医学研究所）と JICA 担当部署（JICA 九州事務所）と国際戦略     

本部の 3者で案件内容に関する専門的協議及び事業立案を行った。 

 

１-３. 学内外の組織との連携活動 
「国際戦略本部」と学内外の他組織との連携は図られているか 

 

学外からの評価や助言を受けるために運営会議を設置した。運営会議は外国人を含む学外  

有識者 10名程度及び原爆後障害医療研究施設、熱帯医学研究所、医歯薬学総合研究科、 

水産学部の代表などの学内関係者から構成される（資料 25-1、2）。学外有識者として厚生 

労働省、早稲田大学や立命館大学の国際協力担当責任者、WHOや UNICEFの専門官、独立行政 

法人放射線医学総合研究所長、国立国際医療センター長、東京大学海洋研究所長、さらには 

国際協力系 NPOやコンサルタント会社代表など多彩な人材がメンバーに就任した。 そして、 

運営会議をこれら学外組織との円滑な情報交換の場として設置した（資料 25-3）。なお、わが国の

大学の国際化に関して文部科学省、大学関係者、運営会議委員だけでなく、広く一般市民に対して

も啓発活動を行う一環として、第一回運営会議の前日に「大学の国際化に関するシンポジウム」（資

料 25-4）を一般公開として開催した。 

JICA とは連携協力を進めており、国際連携セミナー講師として JICA 職員の招聘、戦略本部コー

ディネータが JICAにおいて戦略本部の活動紹介、JICA人間開発部（教育、保健分野担当 

部署）と NGO、コンサルタント会社、大学を交えての意見交換会を通じて今後の ODA に通じた国際

協力への大学の参画と連携強化に関する対話を進めるなどしてきた。平成 20 年度設置に向けて準

備中の独立研究科（資料 19）には、JICA職員を実務家教員として招聘し、逆に本学教員を JICAへ

出向させる等、人事交流を実施する予定である。また、本学の使命とする研究、人材育成、国際貢

献の三分野での活動を拡充する一環として、ケニア拠点を中心に戦略本部が支援する「西ケニアに

おける貧困層を対象とした保健医療サービス支援と保健医療状況の改善を目指す地域・人材育成事

業」（JICA 草の根技術協力事業―草の根パートナー型）、平成 18年度採択事業）（資料 18）を平

成 19年度より実施する。 

熱帯病・感染症研究に関しては、長崎大学と長年の協力実績のあるケニア中央医学研究所（資料

26）とベトナム国立衛生疫学研究所 (資料 27)との密接な連携のもと海外拠点の運営が行われてい

る。国内では新興感染症研究拠点ネットワーク事業の推進を通して東京大学医科学研究所、大阪大

学微生物病研究所、北海道大学獣医学研究科、国立国際医療センター研究所との連携（資料 15）が

図られている。 

 

放射線医療科学研究については、国内では連携融合事業による広島大学との連携に加え独立行政

法人放射線医学総合研究所と学術交流協定(資料 28)を新たに締結した。海外ではロシア放射線医学

研究所、ゴメリ医科大学（資料 29）、セミパラチンスク医科大学（資料 30）との密接な連携のもと

に国際ヒバクシャ医療協力を行っている。 

 

海洋環境生物資源研究では、韓国国立済州大学校（資料 31）・釜慶大学校（資料 32）・韓国海洋

研究院（資料 33）・韓国国立水産科学院（資料 34）・中国海洋大学（資料 35）・大連水産学院 

（資料 36）などと学術交流協定を締結し、とくに済州大学校には 18年 11月に本学の交流推進室を設

置（資料 37-1、2）し、共同研究を推進している。 
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２. 計画の達成度 
２-１. 事業計画の進捗 

事業計画は計画通り進捗しているか 

事業開始時に予定していた事業計画に盛り込まれた事項が計画通り実施されてきたか 
 

（１）戦略本部組織の構築および事業の運営（継続事業） 

１）進捗状況 

大学国際戦略本部強化事業に関しては、すべての項目で計画通り事業が推進され、計画を上回る

成果も得られている。 

a）国際連携研究戦略本部マネジャー（副本部長）の配置： 

国際連携研究戦略を実効的に実施するために豊富な国際連携研究推進経験を有する人材を 

配置した。 

平山謙二マネジャー [ H17. 4. 1～H19. 3.31 ] 

（熱帯医学研究所長。平成17～18年度国際戦略担当副学長、長崎大学感染症研究拠点 

プロジェクトリーダー等豊富な国際連携研究の実績を有する。） 

國井修マネジャー [ H17. 4. 1～H18. 1.31 ] 

（平成１７年度熱帯医学研究所教授。元外務省国際協力計画課課長補佐として国際保健や 

政府開発援助政策立案経験有す、平成18年度よりUNICEFシニアプログラムオフィサーを 

経て現在UNICEFミャンマー事務所保健栄養部長） 

石井利和副本部長 [ H18.10.11～現在 ] 

（長崎大学理事。元文部科学省課長、理化学研究所部長などを歴任、JICA専門家として 

マレーシア科学技術環境大臣顧問の経験を有する。） 

須齋正幸副本部長 [ H18.10.11～現在 ] 

（経済学部教授。平成16年度財務担当学長補佐、平成17年度総務・財務担当副学長） 

高木正洋副本部長 [ H19. 5. 1～現在] 

（熱帯医学研究所教授。学長補佐、JSPSの拠点大学交流事業においてベトナムとの事業を 

展開中） 

b）国際連携研究戦略本部コーディネーターの配置： 

国際連携研究の管理運営、契約等の支援を行うために、本学の国際研究戦略において最重要

分野である国際保健分野で豊富な経験を有する人材、国際プロジェクトの財務および総務経験

を有する以下の5名の人材を新規採用し、コーディネーターとして配置した（Saul Helfenbein

＜平成19年2月退職＞、松山章子、山科知子、高野直子、古矢佳男、岡崎悦子の詳細に関して

は「C.事業効果の大きさ（2）国際活動を担当する人材の確保・育成について優秀な外部人材

の活用は行われたか」を参照）。 

c）専門員の配置： 

本学の国際連携研究に関わる事務処理の効率化を図り、同時に国際研究プロジェクトの機動

的運用を可能とするために、総務部（人事等）と財務部（予算執行等）が個別に所管する業務

を戦略本部において一括して処理するために、戦略本部に財務及び総務担当の専門職員をそれ

ぞれ１名ずつ、また、事務を総括する専門職員1名、事務員2名、事務補助員3名を配置した。 
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d）運営会議（advisory board)組織の構築： 

戦略本部事業の実施状況に対して助言、評価を受けるために過半数の学外者（ウィーン大学、

放射線医学総合研究所、国際医療センターの研究機関責任者、国際機関代表、国連・厚生労働

省の代表、民間NGO代表等）をメンバーとする運営会議を設置し、毎年1回運営会議を開催して

いる。会議では各年度の事業計画の進捗状況、成果を報告し、評価、助言を受けている。（資

料25-1,2）。 

e）特任教職員雇用、ワンストップ機能発揮のための規定整備： 

これまで本学では人事は総務部、財務は財務部が所管してきた。しかし、国際連携研究プロ

ジェクトを迅速かつ積極的に推進するためには、意思決定や業務処理をより迅速に行うことが

必要であり、国際連携研究の管理運営経験を有する教職員を戦略本部専任教職員として雇用

し、二つの分野の業務を一括管理が可能な体制を構築した。 

f）担当職員の派遣研修： 

毎年国際機関、海外の大学への派遣を実施している。平成 17年度は WHO （スイス）、平成 18

年度はカロリンスカ研究所、王立工科大学等（いずれもスウェーデン）に 2 名の事務職員を派

遣した。その成果は報告書（資料 38）のほか戦略本部月例会議における報告会を通じ、組織内

で共有できるよう配慮している。付随的効果として、職員がこのような経験を通じて国際業務

を遂行する上で自信を持てるようになり、また、大学外部から登用した職員との連携が強まっ

た。 

 

 
 

g）JICA、 WHO/TDR等との包括的連携協定の締結および人事交流の促進： 

平成20年のJICAとJBICの統合化による影響から包括協定に関しては再整理中である。JICAや

JBICと本学との包括協定締結の実質的メリットはほとんどなく、個別案件における連携強化を

進める方向で双方（JICA、JBICと本学）が合意している。WHOとの包括的連携協定は早期締結

に向けて調整中であり、WHO第59回年次総会において批准された「公衆衛生、創薬、必須保健

研究と知的財産権：世界戦略と行動計画」に沿って途上国に対する新しい医薬品開発システム

の強化のために国際的大学院連携構想が構築され、本学がこの実現化に向けて平成18年から5

週間の医薬品開発ディプロマコースを試験的に開講した（資料39）。 

個別分野での連携協力や人事交流は下記の事例に見られるように強化されている。 

 

① WHO熱帯医学研究所熱帯性ウイルス病センターは、WHO本部が主管する感染症対応ネットワー

クの一つであるGOARN （Global Outbreak Alert and Response Network）への参画が決定し、平成

18年1月には「熱帯･新興ウイルス感染症に関するWHO 研究協力センター」として再指定を受
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けた。 

② 戦略本部副本部長平山謙二教授がWHOの熱帯病研究特別計画（TDR）の運営会議に招聘された。

（資料40） 

③ 大学院医歯薬学総合研究科の山下俊一教授（附属病院国際ヒバクシャ医療センター長）が、

WHO放射線部門の専門官として2年間WHO本部に招聘された。 

④ WHO の緊急被ばく医療ネットワークの日本代表として、5月に行われた世界規模の原発事故

模擬演習に参加した。 

⑤ WHOと長崎大学の共催で国際合同セミナー「放射線による健康影響原爆被爆から60年間に得

られた知見」を開催した（資料41）。 

⑥ ウクライナ・キエフで行われたチェルノブイリ20周年WHO/REMPAN国際合同会議に附属病院関

係者5名が参加した（資料53）。 

⑦ JICAとの協力関係を強化するため、戦略本部所属教員をタンザニアにおけるJICAエイズプロ

ジェクトのリーダーとして、平成18年3月から2年間の派遣を行っている。 

⑧ JICAインドネシア南スラウェシ州保健行政能力強化案件事前調査団の団員（短期専門家）と

して戦略本部松山准教授が現地に行き専門的助言、案件策定等を行った。（資料42） 

⑨ 現在設置準備中の大学院国際健康開発研究科（修士課程）（資料19）においてJICAから教員

（教授）を受け入れる予定である。 

h）分野に特化した専門職員の増員： 

ベトナム及びケニアプロジェクト、フィジープロジェクトでは、現地に長期滞在する研究者

以外に、プロジェクトを直接実施する専門職員として、ベトナム拠点には古矢佳男氏を事務職

員として、フィジー拠点には笹川健造氏（元JICAプロジェクト機材保守、機器管理の専門家）

を技術職員として、大澤裕氏（元JICAプロジェクトプロジェクト維持・管理等専門家）を事務

職員として採用し、分野に特化した専門職員として現地に赴任させた。これらの実施に際し、

まず外部の有能な人材を雇用するために「長崎大学有期雇用職員就業規則」を制定した（資料

11）。 
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（２） 大洋州予防接種強化事業（JICA技術協力プロジェクト委託業務）運営 

  本事業は、本学の国際戦略を推進する上で、国際協力機関との国際連携研究を実現するという

目的のために、平成17年3月から平成22年2月まで5ヵ年のプロジェクトが受託され目的が達成 

された。これは大洋州諸国の予防接種事業（EPI）の強化を目指した地域全体の戦略PIPS(Pacific 

Immunization Programme Strengthening)を支援するために実施される事業でありJ-PIPSと称す

る。J-PIPSの担当は、コールドチェーン管理、ワクチンロジスティックス、安全注射と廃棄物処

理の3領域における調査、人的資源の能力強化及び国内での人材育成、ソフトインフラの整備であ

る。平成17年4月より延べ5名の専門家をフィジー国のFPSへ派遣した。 

１）各国・地域の保健省のEPIプログラムの計画・モニタリング能力の向上 

WHO、UNICEF、SPCなどの国際機関やAusAID、NZAIDとの共催により、大洋州諸国のEPI担当

者を招き平成18年度PIPSワークショップをフィジー国のナンディにおいて開催し、EPIの情報

共有とPIPS参加各国のEPIの実施に関して議論した。また、EPI連絡協議会(J-PIPSの研修管理

委員会を兼務）（資料43）を毎月1回、WHO、UNICEF、 J-PIPS間で開催し、地域研修の役割分

担、各機関からの各国への支援の調整業務、情報交換等が実施された。 

２）ワクチン、コールドチェーン、安全注射に関する太平洋地域研修プログラムの組織化 

平成17年に実施された第一回J-PIPS地域研修のフォローアップを、国別研修（資料44）の

ための現地訪問の際に実施し、研修管理委員会による検討、WHOとUNICEFが参加する研修管理

委員会による第一回研修の評価、第二回研修の内容検討などを行った。 

３）各国・地域におけるワクチンの需要予測能力、ワクチン管理能力、コールドチェーン 

維持管理システムの改善 

マーシャル、クック、トンガの現地調査に際して、ワクチンの発注を担当しているEPI責任

者とワクチン年間必要量の算出システムおよび手法について協議し妥当性を検証した。また、

コールドチェーンの現状調査をマーシャル、クック、トンガにおいて実施し、調査結果に基

づいてコールドチェーン、とくにワクチン保存用冷蔵庫の修理と維持管理についえての技術

移転をフィジー、クック、トンガにおいて実施した。（資料45） 

４）各国・地域における安全注射、医療廃棄物処理の管理能力の改善 

平成17年より導入された新ワクチン（5種混合ワクチン：DTP-Hepb+Hib）の取り扱い、在庫

管理について、フィジー国保健省のカウンターパートと共に継続的に技術支援し、国別研修

において、AD注射を用いた実技実習を実施した。（資料46） 

 

（３） JICAとの連携融合事業によるケニア感染症研究拠点の構築およびその運営 

（継続事業） 

   当初の事業計画に従って、平成17年6月から平成22年3月の期間、文科省特別教育研究経費・

連携融合事業費の支援の下プロジェクトが進められている。平成17年度に引き続き、下記の1）

研究環境基盤（インフラ）整備、2）熱帯感染症研究、および3）JICAとの連携事業の推進に取

り組んでいる。 

１）研究環境基盤整備 

ハードインフラ整備面では、ナイロビ研究拠点の実験室にP3ラボを設置中であり、他の実

験機器設置、及び調査車両についても購入予定の80％を計画に沿って執行した（資料47）。ま

た、西ケニアのニャンザ州スバ県にDemographic Surveillance System (DSS、人口静態動態

監視システム)構築のための地区拠点を設置した。地区研究拠点(スバ)での活動を推進するた

めInternational Center of Insect Physiology and Ecology (ICIPE)とラボと宿泊施設の利

用契約を締結した。 
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ソフトインフラ整備面では、研究推進のための研究者として下痢症研究とP3ラボ設置の役

割をになう教授一名、マラリア研究推進のための教授一名とポスドク1名、ケニアで収集され

たデータ整理解析のための教授1名を雇用（有期雇用）した。 

連携融合事業の運営を推進、実質化するためケニア中央医学研究所の事業担当者(Dr. 

Wamae)らと毎月1回の運営会議（資料48）、JICAナイロビ事務所との月1回の連絡調整会議を開

催している。 

２）熱帯感染症研究の推進 

DSS のSuba地区への設置を開始した。ケニア中央医学研究所と熱帯医学研究所の倫理委員

会よりDSS実施の承認を得て、Suba地区で調査員の雇用、トレーニング、2万人の静態データ

入力が終了した。DSSに関連して、マラリアの伝播疫学と対策研究、住血吸虫症の生態学的研

究と対策研究、糸状虫症の伝播疫学、下痢症の研究課題の選択などが進行中である。 

 

（４）ベトナム感染症研究拠点形成のための企画立案と、そのための外部資金（文科省 JST、
JICAなど）受託およびその運営（継続事業） 

１）拠点プロジェクト立ち上げ並びに研究環境の整備 
本事業は当初の事業計画に従い、文部科学省の委託事業である新興・再興感染症研究拠点形

成プログラムの一環として、平成17年9月から平成22年3月までの5年間のプロジェクトとして現

在進行中である。 

本研究拠点は、長崎大学を核として国立国際医療センターが協力機関として参加する国内拠

点と、ベトナム・ハノイの国立衛生疫学研究所 (National Institute of Hygiene and 

Epidemiology — NIHE)を核としてバックマイ病院(Bach Mai Hospital)が協力する海外拠点によ

って構成されている。 

国内拠点は臨床疫学研究を推進する上でも不可欠な、ヒトにおける病態解析研究や治験を伴

う製品開発研究を推進することに加え、国内外でおこる予期せぬ感染症の発生に対して学術面

から貢献すべく、全日本で編成される調査チームに参加する一方、国内外での感染症研究を推

進する上で問題となる倫理面の教育研究体制の整備も行っている。 

海外拠点は、まずプロジェクトドキュメント承認とNIHE内のラボに設置する研究資機材の調

達後、「NIHE-長崎大学フレンドシップラボ — NNFL」を平成17年度に設置した。これを受け、3

月17日にベトナム国立衛生疫学研究所 でベトナム保健大臣、日本政府文部科学省関係者及びプ

ロジェクト関係機関代表者を招待してプロジェクト事務所の開所式が行われ、研究実施可能な

環境を整えた。（資料49） 

２）新興・再興感染症研究の推進と拡充 

このような研究環境が整備された上で、平成 18年度からは研究に着手、推進してきた。平成

19年度には、平山謙二熱帯医学研究所所長が新たに拠点代表者として着任し、教授 4名、准教

授 1名、講師 1名、助教 7名、研究員 3名の人員体制で研究に遂行した。研究活動とマネジメ

ントの両面が順調に推進されるようベトナム側の責任者を NIHE所長の Professor Nguyen Tran 

Hienとし、日本側の海外拠点責任者を森田公一教授（長崎大学熱帯医学研究所教授）とした。

日本からは長期滞在研究者（教授 3 名、助教 2名とコーディネーター1名）を常駐させ、ポス

ドク 4名を定期的に派遣し、ベトナムの共同研究者と長期的・継続的研究課題を追求している。

また、関係者が 2ヶ月に一度集まってプロジェクト運営会議（Steering Committee Meeting）

を開催し、NIHEと長崎大学側の代表者が研究、支援業務の進捗状況報告と情報交換を行い、直

面する問題を解決するために協議を行っている。 

また、平成 18年度からは、海外拠点における研究の強化と研究ネットワークの拡充を目指し

て、文部科学省が海外研究拠点を活用した新規研究課題を公募し、鳥取大学が長崎大学研究拠
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点に、また金沢大学が国際医療センターのサブ拠点に平成 21 年度までの 4 年間参入すること

になった。 

この他には、文科省がライフサイエンス分野で細分化･複雑化してきている研究成果・開発の

分野間融合・連携を発展させるために、プロジェクト横断型共同研究の応募があり、平山謙二

教授と理化学研究所中村祐輔センター長が連名で申請した「デング出血熱の重症化に関与する

宿主遺伝要因体系的検索」が同年度に採択された。本研究は平成 18年度から 19年度にかけて

拠点プロジェクトの一環として実施され、デング出血熱重症化メカニズムの解明に大きな期待

が寄せられている。 

尚、文部科学省研究振興局は平成 18年度より本プロジェクトの事業評価と、平成 19年度には

中間評価を、主に右記の項目に関して実施した。①拠点活動計画、②研究実施計画（特に見直し

を行った課題等）、③人材育成。又、研究成果として、「新興・再興感染症拠点形成プログラム

研究成果一覧（論文・学会発表）」が提出された（添付資料）。評価の際には、戦略本部のプ

ロジェクト基盤作りや研究促進に対する貢献も文部科学省から認知された。 

 

下記 10分野において研究が計画通り順調に進展している。（資料 50） 

① 新興再興感染症の治療・予防介入研究とその基盤構築：診断法・治療薬・ワクチンの開発

研究と、それらの臨床・予防介入研究の実施、そのための基盤の構築（倫理教育研究体制も

含む）。 

② 宿主・病原体・ベクターゲノム情報解析：住民の感染症の感受性に関わる遺伝子多型解析

と病原体の保存、管理等。 

③ 動物由来新興再興感染症研究：鳥インフルエンザウイルス、ハンタウイルス、ニパウイル

ス、狂犬病ウイルス、ヘルペスBウイルスなど動物由来感染症の調査と流行予測に関する研究。 

④ 昆虫媒介性感染症研究：生態学に基づいた媒介蚊防除研究の他、デング熱、日本脳炎、マ

ラリアの病原体及び宿主応答についての生物学的研究。 

⑤ 経口感染症研究：腸管感染症、特にウイルス性下痢症の実体把握と感染制御戦略を目指し

た分子疫学的研究。 

⑥ ヒト－ヒト感染症研究：ベトナム中部Nha Trang地区において小児重症感染症の包括的研究

基盤となる地域中核病院で感染症モニタリングシステムおよび地域住民コホート開発。 

⑦新興呼吸器感染症研究：鳥インフルエンザ等新興呼吸器感染症の早期診断早期治療法の研究。 

⑧ 結核研究：ハノイ市結核の統合データベース、菌の分子疫学研究および宿主感受性遺伝子研

究、さらに結核特異抗原による免疫診断キットを用いた臨床疫学研究。 

⑨ HIV感染症研究：HIV感染症に対するテーラーメイド治療の研究。 

⑩横断型共同研究の推進：デング出血熱の重症化に関与する宿主遺伝要因の体系的検索 

 

 

（５）スマトラ沖地震津波被災地の感染症流行対策のための調査及び対策に関する 
政策立案の実施 
 
本事業は当初計画に従い推進され、平成17年度をもって終了した。平成16年スマトラ島西

方沖で発生した地震による津波被害に対して、平成17年度に、長崎大学熱帯医学研究所の國

井修教授（戦略本部マネジャー）を研究代表者として、研究者23名からなる「スマトラ島沖

地震津波後の感染症流行対策」プロジェクトを立ち上げ、文部科学省科学研究補助金（特別

研究促進費）による基礎調査と今後の調査研究体制の構築を行った（資料51）。このプロジェ

クトの遂行に当たり、戦略本部が、インドネシアとスリランカにおける現地調査の実施のた

めに関する日本国内外の連携や共同研究の促進に寄与した。 

 

 

 

 



16 

（６）放射線医療科学分野 

  

１）チェルノブイリ・セミパラチンスク国際ヒバクシャ医療協力プロジェクトの継続推進 

    事業計画に従い、チェルノブイリ周辺3カ国（ベラル－シ、ロシア、ウクライナ）およびセ

ミパラチンスク核実験場周辺（カザフスタン）との放射線被ばく医療協力および医科学共同

研究が毎年順調に推進され、教員・ポスドック・学生らの人事交流と論文報告などの共同プ

ロジェクトが計画通り行われた。平成17年度に海外へ派遣された教員は、16名、 

若手研究者および大学院生・学生は、5名で、海外からの招聘受入れ人数はそれぞれ6名、2

名であった。 平成18年度は派遣がそれぞれ19名、4名、受入れがそれぞれ24名、2名であっ

た。また論文等の研究成果は、平成17年度は109編、平成18年度は73編であり、この2年間で

の論文総数は182編であった（資料52）。 

 

１） 長崎大学・WHO共催による原爆60年記念シンポジウム；晩発生放射人体影響国際会議の   

開催（ジュネーブWHO本部）（平成17年度） 

     事業計画に従って、WHOとの共同事業として、ジュネ－ブにおける原爆60周年健康影響取

り纏め国際会議（平成17年9月開催、Late Health Effects of Radiation: knowledge gained 
through 60 years experience in Japanとして公表）を開催、さらにWHO緊急被ばく医療ネ

ットワ－ク会議（平成18年4月キエフ）や各種チェルノブイリ20周年国際会議（同年4月キエ

フ、11月ベルリン）での発表など、国連専門機関と有機的な連携の下で国際活動が展開され

た（資料53）。さらに、ベルリン会議を受けて、WHOや国際癌研究機関IARCとの連携による

チェルノブイリ原発事故後の甲状腺癌と乳癌の疫学調査の更なる推進が計画されることと

なった。 

 

２） JICAセミパラチンスクプロジェクト5年間の終了に伴う総括および今後の予定を決定する

中央アジア環境と健康問題の専門家会議開催（アルマティ）（平成17年度） 

本事業担当者の山下俊一教授が、平成18年12月までWHOへ派遣されていたため、 

このJICA最終専門家会議は行われなかった。 

３） 国際放射線医療協力人材育成事業の実施 

     本事業は計画に従い実施されている。 

①ロシア・ベラルーシ・ウクライナ・カザフスタンからの研究員短期受け入れ事業 

   事業計画に従って、チェルノブイリ周辺諸国やカザフスタンからの研修生の受け入れ指導、

ならびに国際ヒバクシャ医療協力事業として外務省、JICA、長崎ヒバクシャ医療国際協力会な

どと共同で夏季40日間、の旧ソ連から研修生を受け入れた。 

②大学病院国際ヒバクシャ医療センターへの韓国、南米その他在外ヒバクシャ医療に従事する

医療関係者の受け入れ研修事業 

   韓国、南米その他在外ヒバクシャ医療に従事する医療関係者の受け入れ研修事業を、大学附

属病院国際ヒバクシャ医療センタ－を中心に推進した。平成17年度は韓国6名、ブラジル3名、

モンゴル1名、イラン1名を受入れ、平成18年度は韓国9名、ブラジル3名、ラトビア1名、アル

メニア9名、ドイツ1名、カザフスタン1名を受入れた。さらに、平成18年度には681名の在外

被爆者の健診と健康相談を行い24名の大学病院入院に対応した。 

③WHO本部へ研究生の短期研修派遣 

WHOジュネ－ブ本部に派遣されていた山下俊一教授が本学医学部学生に対して遠隔講義を

行い（資料55）、本学からの医師や教員、学生のWHO 視察、研修を行った。WHOジュネ－ブ本

部へ研究機関研究員1名を被ばく医療研修へ2ヶ月間、さらにCOEプログラム研究のため教員・

大学院生3名を1週間派遣した。 
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④アジア諸国において拠点となる研究所・大学の訪問調査の開始 

平成17年度に訪問調査は実施されなかったが、在韓被爆者の検診活動とそれに 

対応する調査・研究を韓国において開始した。この活動は、平成18年度も継続して 

実施された。 

 

５） 中国、韓国、台湾、東南アジアへの被ばく医療教育拠点としての遠隔支援ネットワーク    

体制の構築に着手  

    １９年度実施のプロジェクトもあるが、当初計画に従い実施した。 

①アジア地域緊急被ばく医療会議のWHOマニラ地域事務局との共催    

WHOマニラ事務局との共催会議は現時点では開催されていないが、平成19年度に申請してい

るグローバルCOEのプログラムの中に盛り込まれている（資料54）。 

②アジア放射線緊急医療体制（REMPAN）整備計画、E-Learningシステムの設置について 

アジア諸国（台湾、韓国、中国、東南アジア）と会議 

   本事業計画の一部が既に実施されている。英語版放射線生命科学ｅラ-ニングコンテンツライ

ブラリ－が完成し、国内外で幅広く人材育成と教育活動が行われた。また、大学院およびCOE

セミナ－（資料56）による放射線関連講義を平成17年度11回、平成18年度6回、長崎大学医学

部で開催した。 

 

６）21世紀COEプログラム『放射線医療科学国際コンソーシアム』の最終年度国際総括会議の 

開催とポストCOE戦略の企画立案 

   事業計画に従って、21世紀COEプログラム『放射線医療科学国際コンソ－シアム』（資料57）

の最終年度における国際シンポジウムを開催し（平成18年7月長崎）、欧米先端放射線生命科学

研究拠点と旧ソ連放射線被ばく医療研究拠点から研究者を招聘し、共同研究取り纏めが成功裏

に行われ、今後の活動と連携の方向性が決定された。（アメリカ7、イギリス3、ドイツ１、ベ

ラル－シ5、ロシア3、ウクライナ4、カザフスタン3、台湾2の海外研究者28名、国内参加者99

名、合計127名。その成果はRadiation Risk Perceptiveというタイトルの英文抄録集にて印刷

情報公開の予定） 

 

 

（７）海洋環境生物資源研究 

１）日中韓連携「環東シナ海環境資源保全コンソーシアム」形成のための企画立案と、 

そのための外部資金（JST、 JSPSなど）受託およびプロジェクトの管理運営 

   「環東シナ海環境資源保全コンソーシアム」の構築に向けて、文部科学省特別教育研究経費

「連携融合事業 東アジア河口域の環境と資源の保全・回復に関する研究調査」（平成17年6

月 ～平成22年3月）（資料58）、文部科学省科学技術振興調整費「東シナ海有害赤潮の日中韓

国国際連携研究」に採択された。コンソーシアム参加大学は韓国の済州大学校、釜慶大学校、

江陵大学校、韓国海洋研究院、韓国水産科学院、中国の上海水産大学、中国海洋大学、台湾

の台湾海洋大学を予定している。その準備の一環として韓国済州大学校に済州大学校交流推

進室を開設（資料37-1）し、上海水産大学、江陵大学校との学術交流協定を締結する予定で

ある。 

 

２）日中韓共催による環東シナ海環境資源保全に関する各種シンポジウム等の開催（継続事業） 

①環東シナ海環境資源回復シンポジウム 

第5回「東シナ海の海洋学および水産学に関する国際ワークショップ」（平成17年10月、 

国済州大学校）を行った。（資料59） 
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②環東シナ海環境資源保全関連シンポジウム 

a. 第１回日韓干潟シンポジウム（平成17年10月、長崎大学）（資料60） 

b. 第2回日韓干潟シンポジウム（平成18年11月、韓国海洋研究院）（資料61） 

c. 第3回日韓合同会議「水圏生物の繁殖生物学（平成18年11月、韓国済州大学校）（資料62） 

d. 第4回「日韓海色ワークショップ（平成18年12月、韓国済州大学校）（資料63） 

e. 第2回CSERシンポジウム開催（平成19年3月、長崎大学）を関連機関等と協力し開催した。 

（資料64） 

 

 

３） 環東シナ海トレーニングワークショップ 

① 太平洋における渦鞭毛藻類の分類に関する国際ワークショップ(平成17年年11月、 

長崎大学)（資料65） 

② 第3回東アジア水域における有害藻類（HAB）のダイナミックスに関する国際ワークショップ

（EASTHAB）（平成18年11月）（資料66） 

③ 第1回有害渦鞭毛藻コクロディニウムの同定ワークショップ共催（平成19年1月、韓国・全南

大学校麗水キャンパス） 

④ 第2回有害渦鞭毛藻コクロディニウムの同定ワークショップ開催（平成19年2月、長崎大学文

教キャンパス）を関連機関等と協力し開催した。（資料67） 

 

（８） 海外調査（資料68） 

１）平成17年8月に3日間、ベトナム国立衛生疫学研究所を訪問し、日本からの派遣研究者の安全

保障などについて情報収集し、密接な協力体制の整備に着手。 

２）平成17年11月に1週間、ストックホルム市のカロリンスカ研究所を訪問し、欧州機構よる国際

研究支援のためのシステム、北欧特にスウェーデン、デンマークあるいはノルウェー国政府に

よる感染症研究支援プロジェクトの概要について、研究所のマラリア研究部門Prof.Anders 

Bjorkmanおよび金子明助教授から情報収集を行った。 

３）平成17年12月8日から19日まで米国国立衛生研究所NIH、バンコク市ノンタブリの保健省内に

設置されたWHO分室、さらにホーチミン市のパスツール研究所を訪れ、各施設での国際保健に

関連した共同研究の運営状況について担当者と情報交換を行った。 

４）平成18年10月14日から8日間、カロリンスカ研究所（スウェーデン）の国際連携研究の取り組

みに関する調査を行った。 

 

５）平成19年1月9日から5日間、インド、ケララ州、トゥリバナンタプラムにあるSree Chitra 

Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology(以下SCTIMST)を訪問し、SCTIMST

の有するフィールド活動地の視察などを通じて、本学戦略本部が計画している人材育成活動

の参考とした。 
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２-２. 計画を上回る進捗 

事業計画を上回って進捗した事項はあるか 

「国際戦略」により、事業計画で当初予定していた以上の事業がなされたか、 

事業の実施より当初予期していなかったような成果が得られたか 

(1) 国際化に向けての大学システムの整備 
下記に計画を上回って進捗した事項を列記する。これらは事業実施による本学全体の国際活動拡

充へのインパクトと大きく関連しているので、詳細は下記「C.事業効果の大きさ（1）本事業実施に

よるインパクト」を参照。 

 

1) 海外赴任職員の人事規定の整備 
国際連携研究プロジェクトを迅速に立ち上げ、効率的に管理運営していくために、海外の研究

拠点に勤務する職員の人事関連規定を全学的に整備した（資料 10-1,2,3）。海外赴任教職員の人

事規定を作成したことで、教職員が家族同伴で安心して海外へ赴任できる環境を整え、優秀な人

材の外部からの登用も可能とし、海外活動プロジェクト実施に必要な人材確保の環境改善に大き

な前進となった。 

 

２）危機管理対応マニュアルの作成 
学生の留学等及び職員の海外出張等における安全対策を講じるために、平成18年度に 

「国際交流（学生の海外派遣・留学生受入れ）に伴う危機管理対応マニュアル」（資料12-3）、「長

崎大学職員の海外出張・赴任に伴う危機管理対応マニュアル」（資料12-2）を作成し、学生及び

職員へ周知・活用を行っている。 

 

（２）国際的人材育成教育プログラム構想 
大学院国際健康開発研究科（修士課程）（資料 19）や国際的大学院連携構想（資料 39）な

ど、これまでの本学の海外研究活動の実績を基に、内外の関連機関と連携して国際舞台で活躍

できるような高度専門性を有する高度専門職業人育成プログラムの構築に着手した。 

（３）新規国際協力プロジェクト案件の獲得 

JICA草の根技術協力事業（草の根パートナー型）のスキームによる「西ケニアにおける貧困

層を対象とした保健医療サービス支援と保健医療状況の改善を目指す地域・人材育成事業」の

新規事業を獲得した（資料 18）。本事業は、本学が有する海外研究拠点における国際協力活動

であり、｢研究｣と｢実践｣という車両の両輪を有機的に連携（相互の活動をフィードバック）さ

せ、本学が国際的な貢献を果たそうとするものである。 

 

（４）学内の国際連携活動の意識向上に向けての活動 
 

① 学内外有識者による国際連携セミナーの実施 

大学の国際化を推進するため、豊富な経験や知見を有する学内外の有識者を招き、国際

連携研究や国際協力活動に関する講義を本学教職員、学生に対して提供した。 

 

 

国際連携セミナー17年度開催実績 
H17年度 

 講 師 テーマ 

第 1回 

6月 9日 

国連人口基金(UNFPA)東京事務所長 池上 清子 国連と大学との連携・協力のあり方 

第２回 

7月 12日 

グローバルリンクマネージメント 

株式会社代表取締役 

武田 直子 日本の ODA事業における大学との協働可能性 
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第 3回 

8月 23日 

WHO健康開発総合センター（神戸）所長 ヴィルフリート・ク

ライゼル 

WHO神戸センターの現状と展望 

第 4回 

8月 29日 

Harvard University, School of Public 

Health 

リチャード・キャッ

シュ 

ハーバード大学の国際連携戦略について 

第 5回 

11月 2日 

九州大学 

国際交流部国際交流課課長補佐  

九州大学国際交流推進室専門職員 

 

太田 稔 

松川 耕三 

 

九州大学の国際戦略 

第 6回 

1月 12日 

JBIC（国際協力銀行） 

プロジェクト開発部部長 

 次長兼連携班課長 

 

入柿 秀俊 

宮尾 百合子 

 

国際協力銀行と円借款国際協力銀行と大学との連携 

 

            国際連携セミナー１８年度開催実績 

Ｈ18年度  講 師 テーマ 

第 1回 

5月 30日 

JICA人間開発部 石井 羊次郎 JICAの大学連携戦略：保健医療セクター 

第 2回 

6月 20日 

特定非営利活動法人 HANDS 藤崎 智子 日本の国際保健協力 NGOの課題： 

大学との連携の可能性 

第 3回 

10月 27日 

長崎大学国際連携研究戦略本部 神谷 保彦 保健医療分野における国際協力 

第 4回 

12月 8日 

カルフォルニア大学サンディエゴ校 

国際開発・非営利組織センター長 

Ann Brownlee 乳幼児の栄養問題に関する WHOの戦略 

第 5回 

1月 23日 

神戸大学国際協力研究科教授 内田 康雄 国際保健への経済的・財務的アプローチ 

 

 

国際連携セミナー１９年度開催実績 

Ｈ19年度  講 師 テーマ 

第 1回 

10月 15日 

国連事務局人道問題調整部 (OCHA)  

人間の安全保障ユニット課長 

田瀬 和夫 人間の安全保障 
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② 国際協力レクチャーシリーズ 

アフリカを中心に国際協力（保健医療分野）プロジェクト実施運営経験豊かな戦略本部教員に

よって学生（学部生・大学院生）を対象とした講義を実施した。平成 17年度後半から平成 18年

度にかけて 2回のレクチャーシリーズ（週一回、合計 8ヶ月）と 1回のワークショップ（週一回、

合計 3ヶ月）を開講し、国際協力に関心ある学生に対して、現場経験に根ざした国際協力理論や

プロジェクト形成、実施、評価などの手法に関する入門的講義を行った（資料 69）。 

 

 
 

 

国際保健レクチャーシリーズ （使用言語： 英語） 

講師：国際連携研究戦略本部 Saul Helfenbein 

Ｈ18年度    期 間  テーマ 

第 1回 

 

１８年４月―１８年６月 子供の健康、安産な母性、感染症対策など地球規模での健康課題の現状と 

対策活動に関して  

第 2回 

 

１８年１１月―１９年３月 【国際保健医療分野で働くために必要な技術育成】について 

1）現状分析、計画策定、財務管理手法などのワークショップ 

2）国際保健プログラム実施に伴うパートナーシップ、戦略、リソース活用など 
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3. 事業の効果の大きさ 

本事業の実施は、大学全体の戦略的・組織的な国際化の進展にどのような影響を与えたか 

国際戦略本部の整備、国際戦略の策定等は、当該大学等が世界的研究教育拠点を目指す上で、

どのように有効であったか 

３-１. 拡充強化ための大学システム整備状況 

 

（１） 外国赴任職員の人事規定の整備 
本学の教育研究プロジェクト等を推進するため、国内外への拠点設置を目的として「長崎大学

教育研究プロジェクト拠点規則」を制定（平成 17 年 12 月）した（資料 10-1）。これに伴いベト

ナムのハノイ（平成 18 年度にはニャチャン分室も設置）、ケニアのナイロビ、フィジーの Suba

に長崎大学の海外プロジェクト拠点を正式に設立した。 

また、従来は教職員が海外勤務する場合には出張として現地に赴いていたが、海外プロジェク

ト拠点に長期勤務する教職員については、生活環境(住居、家族帯同の有無、安全管理面等)の改

善を目指して、「長崎大学の外国に設置する教育研究プロジェクト拠点に勤務する職員の給与に関

する規程」を制定（平成 18年 3月）（資料 10-2）し、在外手当（在勤基本手当、在外住居手当、

配偶者手当等）を支給し、要望によっては家族を帯同しての赴任を可能とした。 

また、海外拠点赴任教職員に年 1 回の休暇帰国の機会を与えて健康診断を受診させるなど、赴

任職員の健康管理を組織的に図ることとした（資料 70）。このような大学人事規定の整備は、学

外から優秀な研究者や職員を登用するために必要となる大学システム改革上大きな進展であると

いえる。 

 

（２）危機管理対応マニュアルの作成 

戦略本部が中心となって海外の研究遂行に伴う危機管理対応マニュアルを作成するなど、 

国際研究活動（他では国際活動）を安全に推進させるための危機管理体制の整備を全学的に図っ

ている。海外で活動する際には国内に比較し様々な災害、事故、事件の発生確率は高く、有事を

想定して大学として赴任および派遣教職員の安全確保に万全の体制をとること、大学組織と個人

の責任の範疇を明確にしてそれぞれの自覚と自己責任意識を喚起することは組織運営上必須であ

る。平成 18 年 12月にフィジーで発生したクーデターにおいては、現地研究者の安全確保に戦略

本部が主体的な役割を果たした。 

 

３-２. 新規大学院構想による人材育成と通じた国際貢献 

（１） 大学院国際健康開発研究科（修士課程） 

戦略本部は国際連携研究や国際協力分野における全学的なポテンシャルを活かすために全部局との

対話を継続的に実施してきた。この過程から学部横断的な人材育成プログラムの萌芽をみいだ

し、国際的なレベル、特に課程修了後直ちに健康開発分野で即戦力となる高度専門職業人を養

成する教育プログラムとして「大学院国際健康開発研究科（修士課程）」を設置すことを構想

した（資料19）。国際協力現場におけるプロフェショナルとして必要な学際的知識と実務能力

の育成には、国際保健・熱帯医学、社会科学、開発政策、マネージメント分野を網羅した学際

的教育プログラムが必要であり、本学の当該分野のこれまでの実績と総合大学としての強みを

生かして、全学的に人的資源を結集させ本研究科の設置を構想した。また、修士課程2年次には、

国内外の国際協力機関との連携の下、発展途上国の現場で8ヶ月間の長期インターンシップを実

施する計画である。従って、組織運営に関しては、学際的教育かつ国際協力機関との連携教育

を行う独立研究科ということを踏まえると、特定の部局から独立した全学組織である戦略本部

が担当することが最適である。以上の構想に基づいて文部科学省等と協議を進めた結果、平成

19年12月 日に設置について許可された。 
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（２）国際的大学院連携構想 
WHO が提唱する「公衆衛生、創薬、必須保健研究と知的財産権：世界戦略と行動」に呼応する

形で、世界の保健ニーズに応える医薬品研究開発に関する国際的大学院連携構想に長崎大学は参

加している。本構想には東京大学大学院薬学系研究科、チュラロンコン大学（タイ）、第二軍医

大学（中国）、アンティオキア大学（コロンビア）、WHO熱帯病研究特別プログラム A(WHO/TDR)、

日本薬学会が参加しており、構想の実現化に向けて現在準備が進んでいるところである（資料

39）。長崎大学はその第一ステップとして平成 18年度に外国人研修生を迎えて 5週間の医薬品開

発ディプロマコースを開設した。このような世界的ニーズに対して本学の有する国際的ネットワ

ークを利用して知的貢献を行うことは、今後本学の国際連携研究、人材育成をさらに促進するも

のといえる（「B.計画の達成度、１の(7)」を参照）。 

 

（３）海外拠点研究プロジェクトと有機的連携を図った国際協力活動 
JICA草の根技術協力事業（草の根パートナー型）のスキームへの申請を行った結果、「西ケニ

アにおける貧困層を対象とした保健医療サービス支援と保健医療状況の改善を目指す地域・人材

育成事業」が採択された（資料 38）。本案件は、単なる外部資金（新規案件）獲得という意味だ

けでなく、すでに本学が有する国際研究活動の中心事業の一つであるケニアプロジェクトとその

対象地における地域住民の健康改善のための保健医療サービス事業を有機的に結びつける画期的

なものである。対象地域において研究のためのデータ・情報を収集するとともに分析研究活動を

平行して推進し、地域住民が自らの健康問題を正しく認識し、健康を改善するよう支援するため

に、ケニア側研究者と協力して健康教育、ボランティア育成、医療サービスを提供する。これら

の活動を通じて地域住民との信頼関係を構築し、地域住民により長崎大学の当該活動終了後も地

域が自律的に継続して健康開発活動に取り組むための基礎を確立することを目的とする。本学本

来の責務と考えている研究、実践（開発協力活動）、人材育成の三位一体の活動を海外で取り組

む本学初の事例であり、今後は今回のプロジェクトを先駆的モデルとして、全学的に波及させる

よう努力する。 

 

（４）学部横断的連携による学際的な大型研究プロジェクトへの申請 
戦略本部主導により、学際的な大型研究経費の情報を関連する研究者に通知することで、これ

までにない学部横断的な研究チームが構築された。また戦略本部に関連する複数学部の教員が、

相互に意見交換をする場を提供していることも大きな要因であると考えられる。特に、本学のよ

うに複数のキャンパスを有する大学にとっては、このような学部横断的な議論ができる物理的な

「場」を提供することは有効な戦略であると考えている。現在までに申請を行ったプロジェクト

案は下記の通りである。未だ採択にまで至ったものはないが、このような学部横断での学内研究

者連携協力によるプロジェクト企画、申請を今後拡充し採択を目指したいと考えている。 

（具体的な申請事例と申請件数 ３件）  

① 科学研究費補助金学術創生 

「アジアにおける人的移動と感染症流行に関する学際研究」（平成 18年 12月申請）（資料 75） 

② アジアの感染症に関する新興調整費 

「新型インフルエンザ危機管理と国際連携創薬」―提案機関：長崎大学（平成 19年 2月申請） 

（資料 76） 

③ 国際 GP 魅力ある大学院教育 イニシアティブ 

「医薬品開発教育のための国際連携大学院」（平成 18年 2月申請）（資料 77） 
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３-３. 人材の確保・育成について 
本事業を通じて、国際活動を全学的、戦略的に推進する上で必要不可欠な要因の確保・ 

育成は進められたか 

大学内部職員の育成強化はなされているか 

 

（１）戦略本部職員の海外研修、会議派遣を通じた国際連携推進能力の向上 

 

・ 平成 17年度に第２回 WHO国際ラドン会議の全体会議に随行員として戦略本部職員 2名を派

遣（WHO）した。国際ラドン会議随行では国際会議の事務局業務について具体的にヒアリン

グを実施し、WHO における事務局の役割、長崎大学で国際会議を実施する際の課題などを確

認した。特にロジスティクス、実施スタッフの人数と役割分担などが参考となった。また、

ケニアの研究拠点を創設するための準備として KEMRIおよびケニヤッタ大学にも赴いた。ケ

ニアでは KEMRIおよびケニヤッタ大学と連携研究の具体的内容について意見交換した。また

日本学術振興会ナイロビ研究連絡センターではケニアへの教職員派遣に伴う危機管理に必

要な事項をヒアリングした。（資料 38） 

・平成 18年度は、職員 2名をスウェーデンのカロリンスカ研究所および王立工科大学(KTH)

等に派遣（資料 38）、海外短期語学研修制度に基づきオーストラリアに事務職員１名派遣（資

料 71）、OECD・文部科学省共催のワークショップに学術国際課長が随行員として参加した（資

料 7）。カロリンスカ研究所および王立工科研究所では、国際連携研究マスタープランについ

てヒアリングし、本学の国際連携研究のビジョンのブラッシュアップの参考となった。ストッ

クホルム大学では研究経費や外部資金の獲得についてヒアリングを行い、日本の現状との具体

的な相違が明らかになった。研究費および人件費の外部依存の高さが今後の課題であることが

分かった。またこの間、王立工科大学の学生に対して講義を行い、教育交流も実施した。JSPS

主催による「科学技術分野のアジアにおける人材育成ワークショップ」において戦略本部の国

際連携研究の事例報告を行ったほか、OECD･文部科学省共催の｢研究者の国際的流動性に関する

ワークショップ｣（パリ）においては、本学の国際連携研究活動と戦略本部の役割に関してポ

スター発表を行った。OECD 加盟諸国における研究者の国際交流の現状と今後の政策立案につ

いても情報を収集し、世界のこの分野における政策立案者と直接意見交換する機会を得て、本

学における今後の研究者の国際交流戦略策定に重要な情報を得た。 

  これらの事業以外に、全学的に事務職員のコミュニケーション能力向上を目指して英語研修

制度を導入している。具体的には既述の平成 18年度に開始された海外短期語学研修制度や学

内 LAN を通じた語学プログラムを導入した（ALC NetAcademy）（資料 72）。これらの事業によ

り国際プロジェクトの担当能力向上を大学全体として目指している。 

 

（２） 優秀な外部人材の確保と活用 

 
① 國井修マネジャー（副本部長）・教授：平成 17年度まで熱帯医学研究所教授。これまで

に外務省等で国際保健分野での国際連携研究およびその支援について豊富な経験を有

する。UNICEFシニアプログラムオフィサーを経て、現在、UNICEFミャンマー事務所保

健栄養部長。 

② Saul Helfenbein コーディネータ･教授：公衆衛生プログラム改善のためのマネージ 

メントシステム強化専門担当。HIV/AIDS、リプロダクティブ・ヘルス、母子保健の分野に

おいてアジア、アフリカ諸国で長年仕事に携わった。ボストン大学保健医療プロジェクト

チームで 8 年間、アメリカ大手 NGO である MSH(Management Sciences for Health)に 18

年間勤務。また、日本の外務省外郭団体 FASID（国際開発高等教育機構）で実施されてい

る HIV/AIDSのトレーニングコースのファシリテーターなどの経験を有する。 
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平成 19年 2月退官。 

③ 松山章子コーディネーター・准教授：フィリピン、パキスタン、バングラディシュな

どに UNICEF、NGO、JICAの国際協力専門家として 8年間滞在し、女性や子供の健康、開

発の仕事に従事。ネパールにおいては女性の健康に関する医療人類学的研究を実施。 

④ 高野直子コーディネーター・助教：外資系金融会社に就職後、米ボストン大学公衆衛

生大学院留学（国際保健学・感染症疫学専攻）、元 WHO健康開発総合研究センター（神

戸）のテクニカルオフィサー。 

⑤ 山科知子コーディネーター：商社において財務および総務担当の海外業務経験を有す

る。 

⑥ 古矢佳男コーディネーター：WHO の太平洋地域リンパ性フィラリア症撲滅計画

（PacCELF）においてアシスタント・プログラムオフィサーとして 2年間フィジー勤務、

臨床検査技師、青年海外協力隊、ODAコンサルタント、国連ボランティアなどを勤めた。 

⑦ 岡崎悦子コーディネーター・助教：保健医療や教育の NGOとＵＮＩＦＥＭにおける 

プログラム・マネージメント、ＪＩＣＡ案件事前評価、民間企業での海外業務の経験を

有する。 

 

人材活用に際する組織上の工夫 
本部スタッフの多彩な専門性を生かすために、個々のプロジェクトを一人で担当・支援す

るのではなく、異なる専門知識を有するコーディネーターがチームを組んで総合的に支援す

る体制を構築している。また、戦略本部の構造も、教職員が独立した個室の研究室で仕事を

するのではなく、オープンなスペースで相互に常に情報交換・共有ができるよう工夫してい

る。また契約や知的財産等に関する法律面での支援は、経済学部の岡本教授（日本鋼管法務

部において国際契約関連の豊富な経験を有する）が専門的見地から担当するなど、学内の人

的資源を有機的に活用する体制を整えている。これらのスタッフは戦略本部の兼務教員とし

て参加する体制をとっている（資料 14）。 

 

今後の課題 
  給与体系は、国立大学法人長崎大学の給与規定のみが適用可能な状況であり、そこには年俸

制を含め柔軟な給与規定が存在しない。そのため、海外で活躍する優秀な人材を成果基準で採

用するなど、多様な雇用形態による採用を行うことができない。今後は本学の給与体系に、国

際連携研究をより効果的に推進するために多様な雇用形態を可能とするよう新たな給与体系

を導入する必要がある。 

 

（３） その他教職員の意識の向上 
学内外有識者による「国際連携セミナー」（資料や「国際協力レクチャーシリーズ」を

戦略本部が企画し、本学教職員や学生に広く国際連携活動の理論や実践に基づいた講義に

参加する機会を提供している。これら情報･意見交換を行う場を用意することで、学内教

職員の国際化に対する意識高揚に貢献している。（B.計画の達成度（2）計画を上回る進

捗を参照） 
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３-４. 研究環境の国際化 
本事業を通じて、研究環境の国際化が図られたか 

学内において外国人研究者が研究を行う環境について改善が図られたか 

・ 海外拠点において、現地研究者等を直接雇用することが制度的に難しい（給与面、安全 

管理面等） 

〔サポート体制〕 

戦略本部のスタッフには、すべて英語によるコミュニケーション能力を有する人材を登用し

ている。本部に所属する外国出身の教員がさまざまな会議への出席の際にサポートする他、海

外から戦略本部に来訪する研究者と本学教職員間の情報交換の支援を実施してきている。 

 

（１） 学内における外国人研究成果 
   長崎大学全体で受け入れた外国人研究者の推移は、平成 16年度は 250人、平成 17年度は

257 人、平成 18 年度 264 人であり、全学的には増加傾向にある。戦略本部で特に注力して

いる、ベトナムプロジェクト、ケニアプロジェクト、フィジープロジェクトでは、研究者の

受入よりも現地における研究に重点をおいているため、受入数の増加には貢献していない。 

 

（２） 学内の教職員の海外調査研究活動 
長崎大学全体で派遣した教職員の推移は、平成 16年度では 861人、平成 17年度では 1020人、

平成 18年度では 1070人である。全学的に大幅に増加してきており、戦略本部で特に注力して

いるベトナムプロジェクト、ケニアプロジェクト、フィジープロジェクトにおける派遣者数に

おいて、特に顕著な増加が表れている。 

 

3プロジェクト関連への派遣者数 

 

 

 

 

 

 

（３） 学内の教育環境の国際化  
 

 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 

ベトナムプロジェクト関連 26 74 77 

ケニアプロジェクト関連  6 31 23 

フィジープロジェクト関連  0 11 21 

・学内における教育環境の国際化進捗したか 

① 全ての講義を英語で行う医歯薬学総合研究科熱帯医学専攻修士課程を新設した。 

（平成 18年度）（資料:73） 
 

② 経済学部では平成 17 年度より夏季休業期間に上海財経大学会計学部、延世大学ビジネス

スクールに学部学生を派遣し、「中国会計制度論」、「韓国会計制度論」をそれぞれの大

学において専門家から直接講義を受けている。(資料:74-1,2) 

 

③ 平成 17 年度後半から 18 年度にかけて戦略本部主催の「国際協力レクチャーシリーズ(英

語)」を開講した。(資料:69) 
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３-５. 共同研究の展開と成果  

本事業を通じて、大学と海外機関との間の国際共同研究が促進されたか 

国際枠組み、国際機関の活用が促進されたか 
 

（１）ベトナムプロジェクトの推進 

既述の通り、本学では文部科学省新興・再興感染症研究拠点形成プログラムの下、ベトナ

ムプロジェクトを展開している。これは、日本およびベトナム政府間で締結された日越科学

技術協力協定によって両国間の科学技術部門での研究協力の推進が謳われている中で、重要

な国家的プロジェクトとして位置づけられている。 

（２）放射線科学分野における WHOとの連携 

平成 16年度から 18年度にかけて約 2年間、本学から国際放射線科学の専門家(教授)が派

遣されており、人的交流を深めるとともに、成功裡に終了した WHOとの共同事業としての「原

爆 60周年健康影響取り纏め国際会議」の開催（資料 41）など国際機関との協働活動を拡充

した。 

（３）国際的大学院連携構想 

長崎大学は、国内外の関連機関とともに、WHOが提唱する「公衆衛生、創薬、必須保健研

究と知的財産権：世界戦略と行動」に基づく世界の保健ニーズに応える医薬品研究開発に関

する国際的大学院連携構想を推進すべく準備を行っている（資料 39）。既に構想の実現に

向けた第一歩として、平成 18年度秋、本学において「世界保健ニーズに応える医薬品研究

開発ディプロマコース」（5週間）を開講した。 

国際会議やワークショップへの参加、本学による企画実施、海外調査などを通じて、海外

機関を訪問し、情報を収集、意見交換などを行い人的ネットワーク拡大に努めた（下記個別

項目の詳細に関しては｢B.計画の達成度 （1）計画の進捗｣を参照）。 

 

海外機関との人的ネットワークの拡充 
 

海外機関との間の人的ネットワークは拡大したか 

国際会議やワークショップへの参加、本学による企画実施、海外調査などを通じて、海外機関を

訪問し、情報を収集、意見交換などを行い人的ネットワーク拡大に努めた（下記個別項目の詳細

に関しては「B.計画の達成度（1）計画の進捗」を参照）。 

（１）国際会議やワークショップへの参加 
・ 長崎大学と WHOとの共同事業「原爆 60周年健康影響取り纏め国際会議｣（平成 17年 9月）

の企画･実施（資料 41） 

・ 「WHO緊急被爆医療ネットワーク会議」（平成 18年 4月）における発表 

・ 「チェルノブイリ 20周年国際会議」（平成 18年 4月、平成 18年 11月）での発表 

（資料 5 3） 

・「新興･再興感染症に関するアジア･リサーチフォーラム 2007」（平成 19年 1月：文部 

科学省、独立法人理化学研究所感染症研究ネットワーク支援センター主催） 

・「科学技術分野のアジアにおける人材育成ワークショップ」（JSPS主催：平成 19年 2月）に

おける戦略本部に関する報告（資料 23） 

・「研究者の国際移動性に関するワークショップ」（OECD主催：平成 19年 3月）戦略本部に関

するポスター発表（資料 7） 

 

（２）本学による国際会議企画実施 
・ 海洋環境資源保全関連の一連のシンポジウム、ワークショップの開催（資料 59-67） 

 

（３）海外調査を通じたネットワーク形成（資料 68） 
・ ベトナム国立衛生疫学研究所訪問、派遣研究者の安全保障に関する情報収集及び協力体
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制整備協議 

・ スウェーデン、カロリンスカ大学、マラリア研究部門への北欧政府の感染症研究支援プ

ロジェクトに関する調査 

・ 米国 NIH、タイ保健省 WHO分室、ベトナムパスツール研究所における国際保健分野共同

研究に関する調査 

・ スウェーデン、カロリンスカ大学国際連携研究戦略に関する調査 

・  インド、ケララ州 Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & 

Technology(SCTIMST)における人材育成プログラムに関する調査 

 

諸外国の大学、研究機関との連携研究および共同活動 

 諸外国の大学、研究機関との連携研究活動は、本学国際連携研究戦略強化事業の活動の柱で 

あり、特に、ベトナムプロジェクトとケニアプロジェクトが開始され、研究を含め順調な進展を

見せている。 

 

・新興・再興感染症研究拠点形成プログラムのベトナムプロジェクト： 

ベトナム国立衛生疫学研究所を始めとする保健省管轄下の国立研究所バクマイ病院他ハノ

イの主要病院との連携による感染症研究 

・ 新興・再興感染症研究ネットワークの構築のケニアプロジェクト： 

ケニア中央医学研究所との連携による感染症研究 

（詳細活動に関しては「B.計画の達成度」を参照。） 

 

持続的な枠組みの構築について 

 
本事業終了後を見越して、国際活動の持続性を担保していくための特色ある取組みが 

なされたか 

国際活動の継続性を担保する上で必要なリソースの確保、ノウハウの蓄積は行われて 

いるか 

（１）予算措置に関する工夫 

   本学では研究企画推進委員会および財務委員会の承認のもと、戦略本部が運営支援を行っ

ているベトナムおよびケニアにおける海外拠点研究プロジェクトに関わる間接経費のうち 

本部に配分される額の一部を、大学として正式に戦略本部の運営に充当するよう組織決定を 

行った。今後も同様の方式をとり、戦略本部が支援するプロジェクトの間接経費の一部は 

戦略本部事業の運営に充当することとしている。 

 

（２）人事面での工夫 

既に記載しているように、間接経費や外部資金により、有期で有能な職員を国内および海

外プロジェクトにおいて直接雇用している。また、戦略本部の事務組織に大学の正規職員を

配置すると同時に、本部事業専任の事務職員、事務補助員を配置している。学内にあっては、

プロジェクトに直接関わる部局の関係者以外に、全学的見地から高い専門性を有する教員を

副本部長あるいは兼務教員として戦略本部組織を構成している（資料 14）。特に事務組織

の中核を担う大学正規職員に対しては、海外研修などを通じて国際的活動の経験を積ませる

よう配慮し、その成果を学内に広く還元するとともに長期的に大学事務部の国際化に貢献す

ることができるよう活動計画を策定実行している。 

 （３）ノウハウ蓄積のための工夫 
・ ベトナムプロジェクトマニュアル作成 

 本学で本格的に開始された海外研究拠点事業の立案、事業の開始にいたるまでの課題抽

出とその解決事例などを、他の国際研究事業を推進する際に利用可能なように「ベトナム
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プロジェクトマニュアル」としてまとめた（資料 13）。そこでは海外への研究設備の配

置や現地での購入に関わる問題、現地でのスタッフの雇用に関わる問題などを体系的に整

理し、その解決のための過程や方法、具体的な解決策をまとめ、今後の国際研究推進のた

めの資料として編集した。 

   ・ 危機管理対応マニュアルの作成 

   「国際交流（学生の海外派遣・留学生受入れ）に伴う危機管理対応マニュアル」（資料 12-3）、

「長崎大学職員の海外出張・赴任に伴う危機管理対応マニュアル」（資料 12-2）を作成し

た。これらのマニュアル作成に関しては、他の国際協力実施機関や海外駐在社員を派遣し

ている大手民間企業等の関連資料を調査・分析した結果を参考として作成した。 

 

（４）事業の効果に対する報告発表 

その他、独自に本事業による効果を表すのに適切な任意の項目を設定し、事業の効果を 

適宜記述すること。 

JSPS 等外部機関の主催によるシンポジウムにおいて本学の国際連携研究戦略本部事業が取り

上げられ、報告の機会が与えられた 

 

１）平成 17年度 
平成 18年１月に東京で開催されたシンポジウムで「研究の国際展開―外部資金獲得・海外

拠点」について、戦略本部副本部長（平山教授）が長崎大学の戦略本部の立案段階から現在の

状況、今後の課題などについて報告を行った（資料 6-1）。 

 

２）平成 18年度 
・ 平成 18年 11月に東京で開催された国際連携研究プロジェクトに関するシンポジウムにおい

て、戦略本部本部長片峰教授が長崎大学の国際連携戦略本部事業の現状について、特にベト

ナムとケニアプロジェクトに関しての現状と課題について報告した（資料 6-2）。 

・ 平成 19年 2月に、バンコクで開催された科学技術分野のアジアにおける人材育成ワークシ

ョップ（JSPS 主催）において、戦略本部副本部長須齋教授が長崎大学の国際連携研究プロジ

ェクトの現状と進捗状況について報告を行った（資料 23）。 

・ 平成 19年 3月に、パリで開催された OECDおよび文部科学省共催の研究者の国際移動性に関

するワークショップにおいて戦略本部副本部長須齋教授が長崎大学の戦略本部の現状と成果

についてパネル報告を行った（資料 7）。 
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３-６. その他 

本事業による枠組みの事例が、他の大学等に対して、効果的な国際活動の実施方策に 

関するモデル事例を提供するものとなっているか 

１）国際戦略研究プロジェクト推進モデルの構築 

   長崎大学の国際戦略（資料 3）を全学的に策定し、その戦略に基づいて国際連携研究活

動に関する重点領域を選抜し、そこで採択されたプロジェクトへの集中的な資源投入等に

よる集中的支援のための具体的戦術を考案する。結果として国際的に評価されうるプロジ

ェクトを実現し、それをもってブレークスルーを具現化し、その成功事例から全学の他の

プロジェクトへポジティブな波及効果を期待するという地方総合大学における国際戦略研

究プロジェクト推進モデルを構築中である。従来の国立大学の組織体制や規定のままでは

実施が困難だと思われるいくつかの課題に関して改革を進めるとともに、その過程で遭遇

した経験を次に生かすために記録、保持すべく工夫を行っている。下記にその事例を記載

する。 

 

① 本部組織としての戦略本部： 旧来の本部組織を改革し、独立行政法人としての    

経営基盤を刷新するという目標に向けて、既存組織の修正ではなく、新たに学長主導の

もと戦略本部組織を学長直轄組織として構築した。 これに基づき、新たな取り組みへ

のチャレンジの経験を通して、意思決定やプロジェクトの実施に関して効率性に優れた

本部組織のモデルを確立するための挑戦を行っている。 

② 外部資金によるスタッフ・コーディネータの雇用： 従来の規程では雇用できなかっ

た専門知識や経験を有する教職員を外部資金を利用して雇用し、戦略本部の実際の運営

に参画させている。 

③ 事業の運営実施プロセスの記録： 国際連携研究活動に関する課題やその解決のため

のノウハウを組織的に蓄積するために、それぞれの国際連携研究プロジェクトの遂行の  

際に得た業務経験をマニュアルという形式で記録し、将来の同種の課題解決に役立てる

ことができるようまとめている（資料 13）。 

④ 海外赴任制度の導入： 従来、本学研究者が海外における研究や国際活動に従事する

場合は長期派遣という形をとっていた。しかし、海外におけるプロジェクト遂行のため

外部資金により高い専門的あるいは学問的素養を有する人材を学外より特別に招聘し

たり、家族を同伴した赴任やその際の各種保険の付与などを実現したりする規定を制定

する等、海外研究環境を整備した（資料 10-1,2,3）。 

⑤ 危機管理： 海外活動に伴う危機管理対応に関するマニュアルを作成し（資料 12-2,3）、

上記と同様に知識と経験の組織的蓄積を図った。 

 

⑥ 職員の専門性の向上：職員の専門性向上を図るため、国際活動、海外共同研究、ODA、

海外向け機器調達、通関免税業務などに関連する特別講師を招聘して教育したり、ワー

クショップへの参加や海外研修を行い、これまでの大学本部組織に無かった新しいキャ

リアパスの創造を志向している。 
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課題の抽出  

本事業による枠組みを通じて、新たな課題や問題点を抽出できたか 

他の大学等が参照するに値する新規性、独自性を有するものとなっているか 

 

⑦ ワンストップセンター構築の試み：学内で縦割りの事務局システムとは思想を異にす

るきわめて困難な組織構築（ワンストップセンター）を目標として設定した。業務遂行上

多くの課題に直面するが、新たな取り組みを推進するには有利なシステムであり、大学の

機構改革のモデルの一つとなろう。この取り組みにより、学長のリーダーシップを発揮す

る新しいメカニズムの構築ができた。 

   
⑦ 海外研究拠点の構築を通じた課題の抽出：ベトナム、フィジーを中心とする大洋州 13

カ国、ケニアなど複数の国のプロジェクトを経験することで、共通の問題、個別の課題を抽出

することができた。特に ODA 事業活動とは異なり、国際協定の庇護下にない場合、資機材関

税に関わる問題など当初は予想していなかった数多くの課題に直面した。また、関係者の立場

（国、大学、研究者、その家族）により異なる問題が存在し、それぞれの立場で担うべき責任

と相互関係を明確にする必要ができた。例えば、海外赴任の危機管理対策として、大学組織の

責任と個人の責任の明確化と関係者への周知の問題などが挙げられる。 

 

⑧ 戦略本部の全学的位置づけ：地方総合大学の戦略としての「選択と集中」を具現化する

組織として戦略本部を位置づけ、「長崎大学の国際戦略」（資料 3）及びそのアクショ

ンプラン（資料 9）に明示し、全部局に周知した。当初の 5 年間は戦略本部組織・機能

の確立と重点 3分野に特化した国際戦略遂行に集中することとした結果、現在、当該分

野で成果を上げてきているとともに、大学のシステム改革や国際経験の蓄積などの面で

全学的な波及効果も得られつつある。現時点では部局間の利害調整を特に必要とするこ

となく、大学の国際戦略を遂行できる体制となった。 

 

⑨ 国際共同研究などを核とした有効な機能体制作り 

これまで特定分野の研究等の国際展開への支援を優先的に実施してきたが、大学全体とし

て、いかに他の研究分野にその成果を普及させていくかが重要な課題である。現在、研究に

関する支援組織としての戦略本部の構築という意欲的な挑戦から、新たな教育プログラムの

設立という形で拡充・発展する方向性が見えてきた。特に、「国際的連携大学院（医薬品開

発）」と「｢大学院国際健康開発研究科（修士課程）｣の構想にその萌芽をみることができる。

特に後者は、本学のこれまでの国際活動の実績を基に、熱帯医学研究所を核としながらも環

境学部、経済学部、医学部など複数の学部との協力に基づいた独立大学院として設置すると

いう全学的な取り組みである。本事業の構想、準備、学内外調整は戦略本部を中心に進めら

れており、（設置後の）運営主体は戦略本部が担う予定である。教育カリキュラムの特徴と

してケニア、ベトナムなどの戦略本部所管の研究拠点プロジェクトの現場で、独立研究科の

学生が長期インターンシップに参加したり、ケニア赴任の研究者が研究現場からのデータや

情報、研究結果を直接フィードバックして講義に反映させたりするなど、戦略本部の海外研

究拠点プロジェクトと人材育成事業としての大学院教育プログラムの有機的連携が可能と

なるよう工夫している。 
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4. 大学国際戦略本部強化計画（平成１９～２１年度） 
 

1.  マネジメント能力の強化 
 大学システム改革の推進：国際戦略の効率的マネジメントには、迅速かつ適切な意思決定とこれま

での国立大学のシステムに拘束されない予算執行や人事管理など柔軟な組織運営のためのシステム

の導入が不可欠である。それなしでは、国連関連の組織、海外の財団や ODA資金による大型国際協力

事業案件を大学が受託することは不可能である。その実現は、大学の管理運営システム改革の進展と

表裏一体の関係にあるため、国際戦略本部は全学組織として他機関の調査・分析や所管している国際

プロジェクトの運営に係わる経験に基づいてシステム改革の実現を図る。 

 新規案件の戦略的受託による戦略本部の機能強化：JICA事業を中心に、新規案件の受託に努める。

その際、学外のコンサルタント会社との連携受託を通じ、コンサルタント会社に蓄積されたマネジメ

ントのノウハウの大学への導入を図る。 

2. 業務担当する研究領域の拡大 
 過去２年間は、戦略本部の戦力は専ら熱帯病・新興感染症領域、とくに海外拠点の設立に費やした。

これらの研究活動が軌道に乗ったこともあり、今後は、それ以外の重点領域における国際戦略推進に

本格的に取組む。とくに放射線医療科学領域においては WHO本部の専門官として赴任していた教授が

帰任したため、WHOとの連携によるアジア地区において新たなプロジェクトとして医療被ばく対策ネ

ットワークの稼動に着手する。海洋環境生物資源研究においても日中韓連携環東シナ海環境資源回復

ネットワーク構築へ向けた支援を実質化させる。 

3. 人材育成機能の強化 
 大学の重要な本務として人材育成があり、国際戦略においても然りである。そのような観点から戦

略本部が主体となって、「大学院国際健康開発研究科（修士課程）」を独立研究科として平成 20年度

の開設を目指して設置準備を開始している。海外の現場で即戦力となる国際健康開発分野の高度専門

職業人の育成を目指すもので、学内外の専門家を学際的に糾合した教員組織や 1年間の海外でのイン

ターンシップに代表される特色ある教育カリキュラムは、既に学内外から期待を集めている。戦略本

部スタッフは本研究科の中核を形成し所期の人材育成に主体的に取組む。 

4. 外部評価の実施 
 平成 19 年度末に戦略本部の組織体制や 3年間の活動実績に関する評価を運営会議に依頼する。運

営会議は外国人を含む学外有識者（9名）と原爆後障害医療研究施設，熱帯医学研究所，医歯薬学総

合研究科，水産学部の代表などの学内関係者で構成される。学外有識者として国際協力機構、立命館

大学の国際協力担当責任者や WHO, UNICEFの専門官、独立行政法人放射線医学総合研究所長、国立国

際医療センター長、東京大学海洋研究所長さらには国際協力系 NPOやコンサルタント会社代表が含ま

れ、多様な観点からの評価と今後の活動への有益な示唆がえられるものと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

平成 19年度（「国際戦略本部活動」活動全体） 

(1)  国際連携研究戦略本部組織の完成 

・ 特任教員の国際機関への派遣 

・ 国際連携研究戦略本部活動報告書（冊子）の作成と運営会議による中間評価の実施 

・ 担当職員の派遣研修 

(2)  21世紀 COEプログラム「熱帯病・新興感染症の地球規模制御戦略拠点」の最終年度国際総括 

会議の開催と新たな国際連携研究戦略の企画立案 

(3)  大洋州予防接種事業強化プロジェクトの継続実施 

(4)  JICAとの連携融合事業によるケニア感染症研究拠点運営の継続実施 

(5)  ベトナム感染症研究拠点運営の継続実施 

(6)  アジア地区において新たなプロジェクトとして医療被ばく対策ネットワークの稼動に着手 

・ アジア地域緊急被ばく医療会議の拡大継続 

・ アジア放射線緊急医療体制整備計画、E-Learningシステム設置 

・ アジア・西太平洋地域における医療被ばく低減プロジェクトの企画推進 

 

(7)  中央アジアにおける放射能汚染地域における放射線誘発がんの生態資料 

組織  バンク構築の実現と稼動 

(8)  国際放射線医療協力人材育成事業の継続実施 

(9)  日中韓連携海洋生態系モニタリングの国際ネットワーク整備の推進 

(10) 日中韓共催の環東シナ海環境資源保全関連各種シンポジウム等の開催 

(11) 国際連携に関するセミナーの開催 

(12) 長崎大学「大学院国際健康開発研究科（修士課程）」（独立研究科）設置準備 

(13) JICA草の根技術協力事業実施運営開始(初年度) 

   「西ケニアにおける保健医療サービス支援と保健医療状況の改善をめざす人材 

育成事業」の詳細立案と実施に向けての相手国との協議調整など 

 

平成２０年度（「国際戦略本部活動」活動全体） 

 

(1) 大洋州予防接種事業強化プロジェクトの継続実施 

(2) JICAとの連携融合事業によるケニア感染症研究拠点運営の継続実施 

(3) ベトナム感染症研究拠点運営の継続実施 

(4) アジア地区医療被ばく対策ネットワークの稼動とマネジメント 

(5) 中央アジアにおける放射能汚染地域における放射線誘発がんの生体資料組織 

バンク稼動の継続実施 

(6) 国際放射線医療協力人材育成事業の継続実施 

(7) 日中韓連携海洋生態系モニタリングの継続実施 

(8) 日中韓連携環東シナ海環境資源回復ネットワークの整備 

(9）日中韓共催の環東シナ海環境資源保全関連各種シンポジウム等の開催 

(10）国際連携に関するセミナーの開催 

(11）長崎大学「大学院国際健康開発研究科（修士課程）」（独立研究科）の開校 

(12）JICA草の根技術協力事業の継続実施 
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平成２１年度（「国際戦略本部活動」活動全体） 

(1) 国際連携研究戦略本部報告書（冊子）の制作と運営会議による５年間の最終評価の 

実施 

(2) 大洋州予防接種事業強化プロジェクト終了に伴う評価 

(3) JICAとの連携融合事業によるケニア感染症研究拠点運営の継続実施 

(4) ベトナム感染症研究拠点運営の継続実施 

(5) アジア地区医療被ばく対策ネットワークのマネジメントの継続実施 

(6) 中央アジアにおける放射能汚染地域における放射線誘発がんの生体資料組織 

バンク稼動の継続実施 

(7) 国際放射線医療協力人材育成事業の継続実施 

(8) 日中韓連携海洋生態系モニタリングの継続実施 

(9) 日中韓連携環東シナ海環境資源回復ネットワークの運用 ・ 

(10) 日中韓共催の環東シナ海環境資源保全関連各種シンポジウム等の開催 

(11) 国際連携に関するセミナーの開催 

(12) 長崎大学「大学院国際健康開発研究科（修士課程）」（独立研究科）の運営 

(13) JICA草の根技術協力事業の継続実施 

 

 

 

 

 


