
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 長崎大学熱帯医学研究所 
（ケニア）拠点機関： ケニア中央医学研究所 
（タンザニア）拠点機関： イファカラ保健研究開発センター 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： アフリカにおける「顧みられない病気」の学際的研究                    

                   （交流分野：熱帯医学  ）  
（英文）： Multidisciplinary Approach to Neglected Diseases in Africa                

                   （交流分野：Tropical Medicine）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/jsps_aakenya/                     
 
３．採用年度 
 平成 １９ 年度（  ２ 年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：長崎大学熱帯医学研究所 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：熱帯医学研究所・所長・平山謙二 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：熱帯医学研究所・教授・嶋田雅曉 
 協力機関： 
 事務組織：事務局・研究国際部・学術国際課・学術国際班 
 
 
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：ケニア共和国 
拠点機関：（英文）Kenya Medical Research Institute (KEMRI) 

      （和文）ケニア中央医学研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Deputy Director, Peter Waiyaki 
 協力機関：（英・和文） 
  
（２）国（地域）名：タンザニア 
拠点機関：（英文）Ifakara Health Research & Development Centre (IHRDC) 
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      （和文）イファカラ保健研究開発センター 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Director, Hassan Mshinda 
 協力機関：（英・和文） 
 
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 
 
 アフリカには、住民にとっては無視できない健康被害がもたらされているにもかかわら

ず、先進国の関心を得られない熱帯病が数多く存在している（顧みられない病気：neglected 
diseases）。熱帯病はアフリカにおける貧困と社会の不安定の大きな要因であり、その対策

は住民のためのみならず終局的には世界の安全保障にも繋がる。 
 
そこで、本研究は次の三点を目的とする。 
１）「顧みられない病気」の対策に資すること。 
２）「顧みられない病気」の対策研究を、学問領域を越えて（学際的に）実施できる風

土を確立すること。 
３）フィールドにおける DSS（demographic surveillance system、人口静態・動態調査

システム：長期にわたり、特定した地域内の全人口、疾病、死亡に関する情報を定

期的に収集・集約するシステム）と実験室の先端研究を連動することで、これまで

にない研究成果を得ること。 
 
上記の目的に沿って下記を具体的な研究交流目標とする。 

 
1． 住血吸虫症、下痢症、マラリア、昆虫媒介性ウイルス疾患の DSS と連動した学際的研

究 
1） 東アフリカにおける感染症の病原体および中間宿主（病原体の運搬屋、例えば蚊や貝）

の同定と分布の調査研究を行い、その多様性（一見同じに見えるがその病原性や分布が

異なるものが多数存在すること）を明らかにする。 
2）DSS 地域における患者、死亡発生、生活様式などに基づいて各疾患の地域における流

行特性を描く。 
3） 各疾患の流行特性と、病原体および中間宿主の多様性との関係を、地域別に明らかに

する。 
2．上記疾患研究の東アフリカをまたぐネットワーク形成 

1） ケニア中央医学研究所（Kenya Medical Research Institute, KEMRI）とタンザニア

の IHRDC（Ifakara Health Research & Development Centre）を中核に、東アフリカ

研究者の人的交流を活発化する。 
2） そのために、ナイロビ（ 長崎大学ケニアプロジェクト拠点は KEMRI 内に位置する）

と国内（ 長崎大学熱帯医学研究所）で研究集会を開催し、DSS にもとづく学際的研究、
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neglected diseases 研究の実状と在り方に関する情報交換、研究成果の発表を行い、東

アフリカの研究ネットワークを構築する。 
3． 我が国と相手国の大学院生を含む若手研究者の現地教育と研究能力の向上 

1） 日本の若手研究者では、現場に根ざした教育・トレーニングによって、熱帯感染症分

野における骨太の研究者（ 地域や人々の暮らし振りを踏まえ、学際性の重要性を認識

した研究者）を育成する。 
2） 交流先の（ケニア、タンザニア）若手研究者には日本における研究の機会を与えて調

査研究能力の底上げを行い、将来の研究の中核を担う人材を育成する。 
 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
６－１ 共同研究 
１．東アフリカにおける感染症の病原体および中間宿主の同定と分布の調査研究を行い、

その多様性（一見同じに見えるがその病原性や分布が異なるものが多数存在すること）

を明らかにするため、19 年度（前年度）はマラリア、媒介昆虫、ウイルス、下痢起炎菌、

住血吸虫、媒介貝などの採集、分離、保存などの方法について、３機関の意思を統一し、

標準化することを目指し、セミナー等で討議したが、意思統一までには至らなかった。 
ナイロビの KEMRI 内の病原体および中間宿主の分離同定のための実験室（P2 および

P3 レベル:実験者や周辺への感染防御が厳重あるいは高度に厳重なレベル）は準備完了

した。 
２．DSS 地域における患者、死亡発生、生活様式などに基づいて各疾患の地域における流

行特性を描くために、ケニアでは西地域（Suba）で各項目の調査を定期的に実施してい

る（継続中）。 
タンザニアでは Ifakara 地区周辺で共同の同様な調査を行う可能性について交渉中だ

が、結論は出ていない。 
 
６－２ セミナー 

DSS にもとづく学際的研究、neglected diseases 研究の実状と在り方に関する情報交

換、研究成果の発表を行い、東アフリカの研究ネットワークを構築するため、19 年度は 3
機関の共同研究および交流について意思統一を図ることを目的に、ケニア、ナイロビの在

ケニア日本大使館広報・文化センター多目的ホールで、「アジア・アフリカ学術基盤形成事

業 東アフリカ熱帯病セミナー DSS 運用地域における学際的研究の可能性」と銘打ち、日

本学術振興会と長崎大学ナイロビ研究拠点の共同主催で実施した。 
セミナーでは、目的に沿って、それぞれの機関が行っている研究をお互いに紹介し意

見を交換するだけではなく、JSPS 国際事業部の大萱千草氏による「JSPS と AA 事業につ

いて」の発表、さらに大使館からも領事（大使兼任）の大村昌弘氏、広報文化センター所

長の町田信也氏から薫陶をいただき、アジア・アフリカ学術基盤形成事業の意味や制度を
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理解することに努めた。 
基本的には今回はクローズドであったにも関わらず、ケニア在住の日本の NGO、ケニ

ア国内の大学からの参加も得られた。 
 

６－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
東アフリカ研究者の人的交流を活発化するため、すでに MOU が締結されている

KEMRI に加えて IHRDC との MOU 締結を行った。そのために 5 月平山謙二熱研所長がタ

ンザニア、ダルエスサラームを IHRDC Director Dr. Hassan と交渉するため訪れ、8 月に

は Dr. Hassan が長崎大学学長を訪問し意見交換を行い、MOU にサインした。 

 
６－４ 研究協力体制の構築状況 

KEMRI との協力体制は確立されているので、19 年度は長崎大学熱帯医学研究所と

IHRDC との協力体制作り、また INRDC と KEMRI の間の協力体制作りに焦点を合わせた。 
そのため、2007 年 5 月－6 月に IHRDC および IHRDC の研究フィールドの視察をす

るとともに、8 月 8 日長崎において長崎大学熱帯医学研究所と IHRDC の間で正式な MOU
を取り交わした。 

若手研究者の協力体制を構築するために、8 月のナイロビにおけるセミナーでの交流

が特に役立った。またセミナー終了後、タンザニア参加者の長崎大学ケニア研究拠点視察

を行った。 
 

６－５ 学術面の成果 
１．東アフリカにおける感染症の病原体および中間宿主の同定と分布の調査による多様性の

研究 
細菌性下痢症の分野において、2007 年 12 月に起こったコレラ集団発生を病原体多様性

の視点から解析中。 
２．DSS 地域における感染症の流行特性 

作成された人口ピラミッドは日本の釣り鐘型と異なり三角形に近い形をしているが、20
歳代前後に人口の突出が観察される特有のものであることが明らかになった。 

8 月から 3 ヶ月間の予備的な調査では、下痢、発熱などの症状には明らかな季節性と地

域性が見られること、死亡率は全体で 11.2/1,000、5 歳未満で 17.3/1,000 などが判明し

た。（ちなみに 2002 年の先進国における 5 歳未満の死亡率は 7/1,000。） 
 
６－６ 若手研究者養成 

日本への派遣、日本からの派遣はどちらも 19 年度は計画無し。 
8 月にナイロビで開催した「アジア・アフリカ学術基盤形成事業 東アフリカ熱帯病セミ

ナー ＤＳＳ運用地域における学際的研究の可能性」にタンザニアの若手研究者ができる限

り参加できるよう援助した。 
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６－７ 社会貢献 
１．ケニアの西地域（Suba）における DSS およびコレラアウトブレーク調査によって得ら

れた情報は、地方病院および地方政府に報告され有効に活用された。 
２．セミナーは原則クローズドとしたにも関わらず、現地 NGO、大学からの参加の要望が

ありこれを認めた。本共同研究の意義とアジア・アフリカ学術基盤形成事業の意義を理

解してもらうことができた。 
 
７．平成２０年度の研究交流目標 
 
①共同研究・研究者交流 
 
住血吸虫症、下痢症、マラリア、昆虫媒介性ウイルス疾患の DSS と連動した学際的研究

を推進する。 
 
Ⅰ．東アフリカにおける病原体および中間宿主（病原体の運搬屋）の多様性の調査 
住血吸虫症：中間宿主貝採取と環境因子（水温、流速など）の調査方法を標準化し、３機

関で実施する。 
細菌性下痢症：細菌性下痢症、特にコレラの分離と分類同定を実施する（ケニア）。 
マラリア：媒介蚊（ハマダラカ）の全国的採取と自然環境調査を標準化し、３機関で実施

する。 
昆虫媒介性ウイルス疾患：特に出血熱に関与するウイルス分離と同定を実施する（ケニア）。

タンザニアにおいてはその準備を開始する。 
 

Ⅱ．DSS 地域における患者、死亡発生、生活様式などに基づいて各疾患の地域における流

行特性の調査 
ケニアでは西地域（Suba）、各項目の調査を定期的に実施する（継続する）。タンザニア

では Ifakara 地区など DSS サイト周辺の情報を収集する。 
 
Ⅲ．協力体制の構築と強化 

IHRDC（Ifakara Health Research and Development Centre）との MOU、KEMRI 
(Kenya Medical Research Institute) との MOUを堅持し、必要があれば見直しを行う。 

 
②セミナー等学術会合の開催 
 
上記疾患研究の東アフリカをまたぐネットワーク形成のために必要な情報交換を実施する。 
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Ⅰ．年度の中間にタンザニアのダルエスサラームで研究集会を開催する。今年度の主な目

的は、３機関それぞれの独自研究の中間発表および 3 機関の共同研究の情報交換にある。 
 
８．平成２０年度の研究交流の概要 
 
８－１ 共同研究 

 

住血吸虫症、下痢症、マラリア、昆虫媒介性ウイルス疾患の DSS と連動した学際的研究は

全期間を通じて次のように計画している。 

1） 東アフリカにおける感染症の病原体および中間宿主（病原体の運搬屋、例えば蚊や貝）

の同定と分布の調査研究を行い、その多様性（一見同じに見えるがその病原性や分布が

異なるものが多数存在すること）を明らかにする。 

2）DSS 地域における患者、死亡発生、生活様式などに基づいて各疾患の地域における流行

特性を描く。 

3） 各疾患の流行特性と、病原体および中間宿主の多様性との関係を、地域別に明らかに

する。 

 

 その計画に基づき、本年度（20 年度）は、上記のうち１）、２）を実施する。３）は本年

度は行わない。 

１） 熱帯病（マラリア、デング熱等）媒介蚊、出血熱ウイルス、下痢起炎菌（主にコ

レラ）、住血吸虫、住血吸虫媒介貝を、ケニア、タンザニアで採集、分離、保存し、そ

の特徴を記載する。 
 
住血吸虫症 
住血吸虫の多様性と分布を明らかにするため、次の二項目を実施する。 

 住血吸虫の遺伝学的多様性 
 ケニア・タンザニアの 10 カ所程度から採取した虫卵を同地の伝搬貝に感染させ 1

ヶ月間飼育後、得られたセルカリアをハムスターまたはマウスに感染させ 1－2 ヶ

月後に虫体を回収。マイクロサテライトによる多様性、地理的分布調査の準備と

して行う。 
 中間宿主貝の遺伝学的多様性 

 ケニア・タンザニア各地から貝を採取し、マイクロサテライトによる多様性の調

査、棲息地の環境調査、地理的分布調査 
 
マラリア 
昆虫媒介性疾患の多様性と、その分布を明らかにするため、次の二項目を実施する。 

 マラリア媒介蚊（ハマダラカ）の地理的遺伝学的多様性 
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 ケニア・タンザニア各地から蚊を採取し、マイクロサテライトによる多様性の調

査、棲息地の環境調査、地理的分布調査 
 デング熱媒介蚊（ネッタイシマカ）の集団遺伝学的多様性 

 ケニア・タンザニア各地から蚊を採取し、マイクロサテライトによる多様性の調

査、棲息地の環境調査、地理的分布調査 
 
細菌性下痢症 
腸管細菌の DNA による多様性と、その頻度・分布を明らかにするため次の二項目を実施す

る。 
 コレラ、アエロモナス、赤痢、サルモネラ、カンピロバクター、病原性大腸菌、プレ

ジオモナス等の分離と分類同定 
 変異株（流行している菌株とは異なる性質を持つ細菌株）、耐性菌株（抗生物質が効か

なくなった細菌株）の分離同定 
 
出血熱ウイルス疾患 
ケニアにおけるデング熱・黄熱の分布や流行の程度を明らかにするため、次の二項目を実

施する。 
 熱性疾患患者のデング熱、黄熱の抗体価測定 
 熱発中の患者からのデングウイルス、黄熱ウイルスの分離と病原性、流行地の確定 

 

 

２）ケニアでは西地域（Suba）、各項目の定期的調査を継続する。タンザニアでは Ifakara
地区など DSS サイト周辺の情報を収集する。 

 
ケニアの西地域（Suba）の DSS 

 衛星写真と全地球測位システム（GPS）によるデジタル地図の作製と数万規模の住民

把握（継続） 
 調査員による定期的な訪問による人口（出生・死亡）、妊産婦情報、移動に関する情報

収集 
 
８－２ セミナー 

 

上記疾患研究の東アフリカをまたぐネットワーク形成のため全期間を通じて次のように

セミナーの開催を計画している。 

ナイロビ（ 長崎大学ケニアプロジェクト拠点は KEMRI 内に位置する）と国内（ 長崎大

学熱帯医学研究所）で研究集会を開催し、DSS にもとづく学際的研究、neglected diseases 

研究の実状と在り方に関する情報交換、研究成果の発表を行い、東アフリカの研究ネット
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ワークを構築する。 

 

 この計画に基づき、東アフリカをまたぐネットワーク形成のため、本年度（20 年度）は、

タンザニアで研究集会を開催し、DSS にもとづく学際的研究、neglected diseases 研究の

成果を中間報告する。当初の計画では本年度は国内（ 長崎大学熱帯医学研究所）で行うこ

とになっていたが、１）国内のセミナーはアフリカからの参加者一名あたりのコストが高

く多くの参加者が見込めない、２）若手研究者を出来るだけ多く参加させたいとするタン

ザニアからの要望がある、の理由によりタンザニアで行うことにした。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

上記疾患研究の東アフリカをまたぐネットワーク形成のため、さらに、我が国と相手国

の大学院生を含む若手研究者の現地教育と研究能力の向上のため、全期間を通じた研究者

交流は次のように計画している。 
1） ケニア中央医学研究所（Kenya Medical Research Institute, KEMRI）とタンザニア

の IHRDC（Ifakara Health Research and Development Centre）を中核に、東アフリ

カ研究者の人的交流を活発化する。 
2） 日本の若手研究者では、現場に根ざした教育・トレーニングによって、熱帯感染症分

野における骨太の研究者（ 地域や人々の暮らし振りを踏まえ、学際性の重要性を認識

した研究者）を育成する。 
3） 交流先の（ケニア、タンザニア）若手研究者には日本における研究の機会を与えて調

査研究能力の底上げを行い、将来の研究の中核を担う人材を育成する。 

 

この計画に基づき、本年度（20 年度）は、両国の若手研究者の研究能力の底上げを開始

する。 
そのために、 
１） KEMRI の若手研究者を日本に招聘し研究技術の向上を支援する。 
２） 現場に根ざした教育・トレーニングのため若手研究者を日本から派遣する。 
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９．平成２０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 

タンザニ

ア 
  合計 

日本  1/30 5/25＊   6/55 

ケニア 1/30  2/10   3/40 

タンザニア 1/10     1/10 

       

       

合計 2/40 1/30 7/35   10/105 

 

＊ケニア在住者 

 

 

※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 

０／０ （人／人日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


