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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
 
１． 拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 帯広畜産大学 
（ ケニア ）拠点機関： 国際家畜研究所 
（南アフリカ）拠点機関： フリーステート大学 

（ 中 国 ）拠点機関： 中国農業科学院蘭州獣医学研究所 
（ インド ）拠点機関： 国立馬研究所 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：アジア・アフリカにおける節足動物媒介性原虫感染症に関する研究ネットワーク形成 
              （交流分野： 応用獣医学 ）  
（英文）：Network formation for studies on infections caused by arthropod-borne 

protozoan parasites in Asia and Africa 
                   （交流分野：Applied Veterinary Science）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.obihiro.ac.jp/~tryp/aanet           
 
３．採用年度 
 平成 17年度（２年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：帯広畜産大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・鈴木 直義 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：原虫病研究センター・助教授・井上  昇 
 協力機関：北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター、北海道大学創成科学研究機構、

産業技術総合研究所北海道センター、京都大学生命科学研究科 

 事務組織：帯広畜産大学・研究国際課 

      帯広畜産大学・財務課 
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相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：ケニア 
拠点機関：（英文）International Livestock Research Institute 

         （和文）国際家畜研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Biotechnology Division・Senior Scientist・

Bishop Richard 

協力機関：（英文）Kenya Trypanosomiasis Research Institute  

（和文）ケニアトリパノソーマ研究所 
  協力機関：（英文）International Center for Insect Physiology and Ecology 
      （和文）国際昆虫生理学研究所 
 経費負担区分： 
 
（２）国（地域）名：南アフリカ 
拠点機関：（英文）University of the Free State 

（和文）フリーステート大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Qwaqwa Campus・Professor, Campus Head・

Mbati Peter 
協力機関：（英文）Onderstepoort Veterinary Institute 

（和文）オンデステポート獣医学研究所 
 
（３）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Chinese Academy of Agricultural Sciences, Lanzhou Veterinary Institute 

（和文）中国農業科学院蘭州獣医学研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Parasitology Division・Professor・Yin Hong 

 協力機関：（英文）Chinese Academy of Agricultural Sciences, Shanghai Institute of Animal 

Parasitology 

      （和文）中国農業科学院上海動物寄生虫学研究所 
協力機関：（英文）School of Life Science, Zhongshan University, Center for Parasitic Organisms 

（和文）中山大学生命科学院 

 
（４）国（地域）名：インド 
拠点機関：（英文）National Research Center for Equines 

（和文）国立馬研究所 
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Veterinary Medicine・Scientist・ 
                    Kumar Sanjay 
協力機関：（英文）CCS Haryana Agricultural University, College of Veterinary Science 

（和文）CCS ハリヤーナ農科大学獣医学部 



 3

５．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 
・高感度診断法の開発、標準化と野外への普及 

各国に存在する原虫感染症について新しい遺伝子診断技術を開発する。その過程で、

これらの技術に習熟した研究者・技術者の育成を行い、各国への普及を図る。さらに

ヒト、家畜のみならず媒介節足動物、野生動物を含めた原虫の分子疫学調査を実施、

疾病対策に必要な情報を収集する。 

・比較ゲノム解析による原虫感染症予防治療新技術の開発 

2 種のタイレリア原虫（Theileria parva、 T. orientalis）の比較ゲノム解析を基

盤としたポストゲノム解析によりワクチンあるいは治療の標的となりうる分子を探

索し、原虫制圧に有効な手段を共同で開発する。 

・植物バイオテクノロジー、ナノテクノロジーなど先端技術を駆使した原虫制圧法の開

発 

植物発現系を利用した安価な生物製剤を経口デリバリーシステムとして利用する

ことで原虫感染症に対する新たな治療、予防法を開発する。また、ナノテクノロジー

を応用した診断デバイスの開発も行う。 

・原虫病研究センターを中核とした研究ネットワーク形成 

研究集会（平成 17 年度、平成 19 年度）、技術セミナー（平成 18 年度）を開催する

ほか、研究情報公開（ホームページ開設、年２回のニュースレター発行）を行う。 

 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
ケニアトリパノソーマ研究所ならびに国際家畜研究所に研究者５名（うち本経費負担は 2

名、うち大学院生 1 名）を派遣し、トリパノソーマ、タイレリアなどアフリカ諸国で問題
となっている原虫感染症ならびに媒介節足動物についての研究情報の収集と交換、共同研

究についての研究打ち合わせを行った。また次年度に行うワークショップの日程、開催場

所、参加人員について協議した。 
18年 1月から 3月にかけて、拠点機関、協力機関から研究者（インド 1名、南アフリカ

３名、中国３名）を招聘し、各国における原虫感染症についての情報交換を行うとともに

本事業での共同研究の実施体制、研究計画の詳細について打ち合わせた。これに引き続き、

若手研究者を中心に 4名を 6－8週間滞在させ、「LAMP 法による原虫感染症の遺伝子診断法
開発と分子疫学調査」についての共同研究を実施した。まず、LAMP によるトリパノソーマ

原虫診断についての技術研修を行った後、各種原虫についての診断法開発について分担し

研究実施に当たらせた。期間中に習得した LAMP 法による原虫感染症診断法に必要な試薬等

も各研究機関に配布し、それぞれの機関で分子疫学調査を実施できる体制を整備した。 

17 年度 3月には本経費以外の支出（井上：基盤（B）ほか）でタンザニア（Animal Disease 

Research Institute, Sokoine University 他関連行政、研究、教育機関）ならびにウガン

ダ（Livestock Research Institute）を視察し、機器の整備状況、研究レベル、相手先の
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要望、課題の緊急性などを調べて共同研究が可能どうか調査した。両国の各機関ともタイ

レリア、トリパノソーマによる家畜、人の感染症の被害が大きく、診断、予防、治療法に

ついて共同研究を実施する方向で合意した。 

「比較ゲノム解析による原虫感染症予防治療新技術の開発」については北大と原虫病セ

ンターで解析を進めている T. oreintalis についての進展状況を国際家畜研究所において

説明し、いかに T. parvaゲノムとの比較解析を行うかについて協議した。17年度末現在で
T. oreintalis の染色体（4本、8.9M）4 本のコンティグ配列として完全解読を終了した（杉

本：基盤（A）） 
「植物バイオテクノロジー、ナノテクノロジーなど先端技術を駆使した原虫制圧法の開

発」については TGFβの原虫感染症に対する治療効果の確認、カーボンナノチューブによる

高感度センサー開発について、原虫病研究センターで予備的な実験を行い、それぞれ共同

研究として拠点・協力機関で実施できるか検討を始めた。インターフェロン経口投与効果

については牛での効果を DNA マイクロアレイで解析し、いくつかの免疫関連遺伝子の活性

化を確認した（投稿中）。 

 
共同研究 

「LAMP 法による原虫感染症の遺伝子診断法開発と分子疫学調査」についての共同研究を

実施した。本研究ではトリパノソーマ原虫特異的 LAMP（Loop-mediated isothermal 

amplification）の開発を原虫病研究センターを中心に行った。その結果、いくつかの

種、亜種特異的な診断系が開発できた。若手研究者交流をも目的としてインド、中国、

南アフリカから 4 名の研究者、大学院学生を招聘し、LAMP 法の技術伝達を行うのと同

時に、各国で問題となっている牛、羊、馬のタイレリア・バベシア感染症について診断

法の開発を共同で行った羊の Babesia 原虫（中国株）については感度特異性について満

足すべき系が開発できたことから、今後同国での野外調査に直ちに応用できるものと考

えられた。他の原虫種においても特異性、感度についてさらに上げる必要があり、継続

して分担研究を行うこととした。 

 
 
７．平成１８年度の研究交流目標 
LAMP 法による原虫感染症診断の技術開発の共同研究ならびに同法による診断技術に

関する技術セミナーを中心として交流活動を行う。 

前者では 17 年度に共同研究実施に当たり招聘した 4 名（中国１、インド１、南アフ

リカ２）の研究者を中核として、各国に存在する原虫種の分子疫学調査に本法を実際に

応用する。また国内にも何名か招聘し、共同研究に当たらせる。特に LAMP 反応の特異

性、感度が低い検出対象、あるいは系が開発されていない原虫種については帯広畜産大

学を中心に研究開発を推進する。 

技術セミナーについては上記研究交流には旅費等の制約で参加機会を与えることが
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困難な東アフリカ諸国の研究者を中心に参加を呼びかけ開催する（約 20 名程度）。5日

間の技術セミナーで本法の原理と実技について研修させ、各国の機関で実施が可能とな

るよう技術伝達を行う。また本セミナーでは、アジア・アフリカ諸国で深刻な問題とな

っているウイルス、細菌、寄生虫関係の診断法についても各国から要望が高く、日本側

から専門家を参加させ、これらの感染症の分野での交流の拡大も図る。さらに各国の感

染症の現状、研究課題などについて意見交換する場を設けて LAMP 診断法を基礎とした

分子疫学調査研究実施の可能性について討議する。また、必要に応じて日本から各研究

機関へ研究者を派遣し、個別に指導すると同時に共同研究の課題を発掘する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

８．平成１８年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

既に開発されているトリパノソーマ原虫に対する LAMP 診断法に関する共同研究を実施す

る。特に採血後野外で試験を実施し短時間で結果を判定できるシステムを構築するため、

材料からの DNA 抽出方法の簡便化、ポータブル装置・簡易ラボ設計、検出方法可視化法な

どについて検討する。 

他の原虫種について LAMP 法の特異性、感度が確認できたものについては野外試料（血液）

を用いて評価する。それ以外の種については引き続き LAMP 法の特異性、感度を行う。ポー

タブルなシステムが開発できれば、農家の庭先等で短時間に判定、結果を個体の治療に直

ちに反映できることから、診断法の実用価値が飛躍的に高まり、発展途上国での家畜衛生

の向上に貢献できる。 

「比較ゲノム解析による原虫感染症予防治療新技術の開発」については、北海道大学を

中心に遺伝子推測、同定等のアノテーション作業を完了させる。その過程でゲノム構造の

比較、種固有の遺伝子の特定等を行う。ILRI と共同して Theileria parva との比較ゲノム

解析を行う。 

「植物バイオテクノロジー、ナノテクノロジーなど先端技術を駆使した原虫制圧法の開

発」に関する課題では、まず帯広畜産大学・北海道大学（創成研）で診断用バイオセンサ

ーのプロトタイプを作製する。その検定に必要な感染動物血清等の収集を参加機関の協力

で行う。 

 

８－２ セミナー 

12 月にナイロビ（ILRI）で開催する計画である。日本側から 6名の参加を予定している。 

本技術セミナーでは LAMP 法の原理等導入的な講義、反応開発の具体的手順の指導を行う。

さらに、トリパノソーマ、ニューカッスル病、結核については実際の臨床あるいは培養材

料からの検出の講習を行う。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

引き続き 2 国間交流事業（日中共同研究：平成 18 年 12 月まで、日本―南アフリカ：申

請中）を行う。基盤研究（B）（井上）においても中国、インド、アフリカなどとの共同研

究を実施する。
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

   派遣先 

派遣元 
日本 ケニア 南アフリカ 中国 インド 合計 

日本  6/60    6/60 

ウガンダ  4/28    4/28 

タンザニア  2/14    2/14 

ケニア 1/25     1/25 

南アフリカ 1/7     1/7 

中国 1/25     1/25 

インド 1/25     1/25 

合計 4/82 12/102    16/184 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

5／ 15（人／人日） 

 


