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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９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.html 
 
３．採用年度 
 平成１７年度（３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 

 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）Trypanosomiasis Research Centre, KARI 

         （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 
 
（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・Associate Professor・Hlatshwayo Motseki 
協力機関：（英文）Onderstepoort Veterinary Institute 
        （和文）オンデル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 
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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 
平成１７年度 
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。また平成１８年度に行うセミナーの

日程、開催場所、参加人員について協議した。 
平成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（Loop-mediated 

isothermal amplification）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。本研究ではトリパノソーマ原虫特異的 LAMP の開発を原虫病研究センター中心

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
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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

に改善する必要があり、継続して分担研究を行うこととした。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。 

「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と

原虫病研究センターで解析を進めているT. orientalis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。平成１７年度末の時点で T. orientalis の染色体（4本、8.9 Mb）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（関連論文２報国際学術誌に掲載）。 

 

平成１８年度 
平成１７年度から引き続き、高感度診断法の開発、標準化と野外への普及を目的とし

て、「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 法の開発を原虫病研究セン

ター・井上が中心となり行っている。平成１８年度は若手研究者交流を目的として南ア

フリカ・フリーステート大学およびオンデルステポート獣医学研究所へ大学院学生１名

を派遣し、現地若手研究者への LAMP 法技術移転を行ったと同時に、アフリカ各国で問

題となっている牛のタイレリア・バベシア感染症について診断法開発に関する共同研究

を行った。 

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では、北海道大学人獣共通感

染症リサーチセンター・杉本教授らの研究グループが中心となり、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ている。東京大学医科学

研究所・渡辺助手と共同で、T. orientalis およびツエツエバエの完全長 cDNA ライブ

ラリー作製および配列解析・データーベース構築を実施している。 

LAMP 法は高感度、高特異性であるのに加えて、特殊で高額な機器を必要とせず、開

発途上国などでも実施が容易である。さらに装置の小型化により野外での診断も可能で

ある。そこで、アフリカでも深刻な問題となっているトリパノソーマ症、結核症、ニュ
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ーカッスル病の診断についての技術セミナーをケニア・拠点機関である国際家畜研究所

にて開催した。本セミナーの目的は LAMP 法の原理とプライマー設計方法について講演、

実習を行い、参加者が実際に各国で実施できる基盤を整備することである。本法をアジ

ア・アフリカ諸国に普及できれば各国の医療、家畜衛生の向上に直接寄与するだけでな

く、病原体の生態解明など予防対策に積極的に推進することが可能となる。帯広畜産大

学・原虫病研究センターを中心に、日本側研究者グループが開発した LAMP 法によるト

リパノソーマ症・結核症・ニューカッスル病診断技術に関するセミナーでは参加者にそ

の原理と方法を理解させることができた。実習では実際に個々のセミナー参加者が実験

操作を行って、LAMP 法を習得した。日本・ケニア・ウガンダ・タンザニアからセミナ

ーに参加した研究者相互の熱帯家畜感染症ネットワークおよび国際学術基盤が LAMP 法

という新規診断技術をキーワードに構築できた。セミナーの概要はホームページ

（http://www.obihiro.ac.jp/~tryp/aa-2.html）でも公開している。 

 

 
７．平成１９年度の研究交流目標 
・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これまで本事業などで共同研究を続けてきた

LAMP 法を最適化し、新規の高感度・簡便診断法を開発し、流行地域への普及を図る。

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、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共同で実施、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国際研究ネットワーク形成 

研究集会と技術セミナーを各１回ずつ開催するほか、研究情報公開（ホームページ

など）を実施し、本事業の総括を行う。 

 



 6 

８．平成１９年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

これまでに実施してきたトリパノソーマ、タイレリアおよびバベシアに対する LAMP

診断法に関する共同研究を引き続き実施する。われわれの研究グループが開発した原虫

検出用 LAMP 法のうち、特異性と感度に問題があったものについてはプライマー配列の

見直しを行い、検出の精度を向上させる工夫をする。また、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最適化を目指す。 

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。そのために帯広畜産大学へケニア、タンザニア、ウガンダ、中国などから研究者

を各１名程度招聘し、２～３週間共同研究を実施する。 

「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」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 

９月に本事業の総括と原虫病国際研究ネットワーク形成を目的とするセミナーを開

催する。セミナーでは各国から研究者を招聘し、これまでの成果を発表し討論する。ま

た、事業終了後も原虫病研究ネットワークに持続性を持たせるためにはどのようにすべ

きか、意見交換を行う。 

１０月に上海で LAMP 技術講習セミナーを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。本技術講習セミナーは２日間を予定しており、第一日目に LAMP 法

の原理等に関する導入的な講義、第二日目に LAMP 反応の具体的手順の指導と実地研修

を行う。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

１０月に上海で開催を予定している LAMP 技術講習セミナーに引き続き、セミナー参

加日本人研究者６名と中国側研究者との研究者交流を行う。交流では、セミナーのフォ

ローアップと将来的な共同研究の方針・方法などについてディスカッションを行う。
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９．平成１９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(6/30)  6/60(6/30) 

ウガンダ 2/21     2/21 

タンザニア 2/21     2/21 

ケニア 3/28     3/28 

南アフリカ 2/14     2/14 

中国 4/35     4/35 

インド 2/14     2/14 

合計 15/133   6/60(6/30)  21/193(6/30)

 

※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。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

7／21  （人／人日） 

 


