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１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 旭川医科大学 

（インドネシア）拠点機関： インドネシア厚生省疾病対策環境衛生総局 

（ タ イ ）拠点機関： マヒドン大学熱帯医学部 

（ 中 国 ）拠点機関： 四川省寄生虫病研究所 

（モンゴル）拠点機関： モンゴル厚生省感染症センター 

（カメルーン）拠点機関： カメルーン国立医学研究所 

 

２．研究交流課題名 

（和文）：アジア・アフリカで流行している人畜共通寄生虫病研究拠点形成（Ⅱ）     

                   （交流分野：寄生虫学、熱帯医学）  

（英文）：Establishment of Research Center for Cestode Zoonoses in Asia and Africa (Ⅱ) 

                   （交流分野：Parasitology, Tropical Medicine） 

 研究交流課題に係るホームページ：http://www.asia-africa-platform.asahikawa-med.ac.jp/index.html  

 

 

３．開始年度 

平成 ２１ 年度（ ３ 年目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：旭川医科大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・吉田 晃敏 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：医学部・寄生虫学講座・教授・伊藤 亮 

 協力機関：京都大学霊長類研究所 

      鳥取大学農学部 

 事務組織：総務部・総務課 

 

 

相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

１）国（地域）名：インドネシア 

拠点機関：（英文）Directorate General, Disease Control and Environmental Health, 

Ministry of Health Indonesia 
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      （和文）インドネシア厚生省疾病対策環境衛生総局 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Sub-Directorate of Cardio-Vascular  

Disease, Head, Dr. T. Wandra 

 協力機関：（英文）Udayana University 

（和文）ウダヤナ大学 

 

（２）国（地域）名：タイ 

拠点機関：（英文）Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University 

      （和文）マヒドン大学熱帯医学部 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Tropical Medicine, The Acting  

Dean, J. Waikagul 

 協力機関：（英文）Chengmai University School of Medicine 

      （和文）チェンマイ大学医学部 

  

（３）国（地域）名：中国 

拠点機関：（英文）Sichuan Institute of Parasitic Disease Control 

      （和文）四川省寄生虫病研究所 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Director General, Dr. D. Qiu 

協力機関：（英文）Xinjiang Medical University 

      （和文）新疆医科大学 

      （英文）Qinghai Institute of Endemic Diseases 

      （和文）青海省地方病研究所 

 

（４）国（地域）名：モンゴル 

拠点機関：（英文）National Center for Communicable Diseases 

      （和文）モンゴル厚生省感染症センター 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Director General, Dr. N. Dulmaa 

協力機関：（英文）Health Sciences University of Mongolia 

      （和文）モンゴル健康科学大学 

 

（５）国（地域）名：カメルーン 

拠点機関：（英文）Institute of Medical Research and Study of Medical Plants 

      （和文）カメルーン国立医学研究所 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Professor, Dr. R. Moyou-Somo 
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５．全期間を通じた研究交流目標 

 

コーディネーター、伊藤亮の研究室は、WHO エキノコックス症非公式作業部会において「ア

ジアにおける免疫・遺伝子研究レファレンスセンター」に指定され、伊藤亮は、寄生虫学

の専門誌として最も歴史が古く、国際的に最も高い評価を得ている Parasitology（英国寄

生虫学会がケンブリッジ大学から出版）のアジアから唯一の編集委員、また日本寄生虫学

会が出版している国際専門誌 Parasitology International の編集委員、米国立衛生研究所が

中心になって立ち上げた、商業誌から独立した専門誌のひとつである PLoS Neglected 

Tropical Diseases の編集員、さらに寄生虫感染における免疫学の専門誌 Parasite 

Immunology の編集委員として国際的なレベルアップ活動を展開してきている実績に基づ

き、アジア・アフリカにおける研究水準の向上、研究者の質の向上、研究論文作成の指導

も含めたリーダーシップを確保し、専門である人畜共通寄生虫病（特にエキノコックス症、

脳嚢虫症他）に関する分子から流行の現場までの総合研究に関する共同研究を展開し、参

加国における医学研究水準の向上に資すること、対策指針策定に寄与することを目標とす

る。 

 

 

６．平成２３年度研究交流目標 

 

「研究協力体制の構築」：インドネシア、タイ、中国、モンゴルとの協力体制はこれまでの

国際シンポジウムならびに技術移転セミナープラス共同研究を通して、各国との２国間協

力体制にとどまらず、多国間協力体制が強化されてきている。これは申請者が期待してい

る交流目標である。本年度の目標として、多国間協力による共同研究論文等を作成する方

向で意見、情報交換を展開する形で国際シンポジウムを主催したい。 

 

「学術的観点」：各国が抱えているテニア症・嚢虫症、エキノコックス症に関する問題の現

状が明確化してきている。具体的には①インドネシア：バリ島では脳嚢虫症患者が散見さ

れるにもかかわらず、感染源となる有鉤条虫症患者が過去１０年間の共同研究で把握でき

なかったが、２２年度の活動を通して、ついにバリ島北東部の山村の９歳の女子から感染

初期の眼嚢虫症が確認された。また、世界最悪の嚢虫症流行地とみなされているパプア州

での疫学研究から、嚢虫症が相変わらず流行している実態が判明しつつある。これらの地

域における比較研究と、病原体の遺伝子解析は非常に重要な科学的貢献になると期待され

る。②タイ：これまでに実施したカンチャナブリに加えて、北西部の Tak 県からも多数の

有鉤条虫症患者が発見されたことから、この地域での嚢虫症患者の発見と治療に向けた住

民健診、感染動物調査へと新しい研究を展開できると期待される。③中国：四川省西部地

域、チベット人生活域で有鉤条虫症、嚢虫症のみならず、無鉤条虫とアジア条虫の交雑個

体が発見されたことから、ヒトへの感染源動物の解明が待たれる。④モンゴル：国民病で
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ある単包虫症の病理標本を用いた遺伝子解析から、ヒトへの感染源は２種類であることが

判明しつつある。このような地域は世界で他に知らない。疫学研究への展開と感染予防に

向けた指針策定が国家戦略として必要になると期待している。⑤カメルーン：大学院生の

研究を通しての交流中心であったが、学位取得し、自国に戻ることから、今後の協力体制

の構築は彼女を通して展開されると期待している。 

 

「若手研究者養成」：インドネシア、タイ、モンゴルに関しては若手研究者の研究テーマと

して上記の「学術的観点」に記した研究が進行し始めている。 

 

 

７．平成２３年度研究交流成果 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

インドネシア、タイ、中国、モンゴル各国の拠点機関とはすでに学術交流に関する覚書

を取り交わしており、研究協力体制は十分に構築されている状況である。カメルーンの

拠点機関とは覚書を取り交わしていないが、大使館推薦枠で採択された国費留学生、Dr. 

Agathe Nkouawa の研究活動を通して、協力体制は十分に機能していると判断してい

る。 

 

７－２ 学術面の成果 

本事業における学術面の成果は２国間事業成果と多国間事業成果に大別される。 

２国間事業成果は以下のとおりである。 
 
１）インドネシア： ①平成２２年１２月にバリ島、デンパサールで見つかった９歳の女子

の眼嚢虫症が、平成２３年度に旭川医科大学に郵送されてきた標本、血清検査から感染

初期の病巣であることが判明した。その後、ウダヤナ大学が独自にこの患者の居住地、

バリ島東北部 Karangasem District で患者ならびに近所の住民からの聞き取り調査、検

便等の検査を実施し、虫卵が検出された。旭川医科大学に送付され嚢虫症患者の抗体、

病理標本の遺伝子解析、検便で確認された虫卵から抗体陰性、病理標本ならびに虫卵は

有鉤条虫、アジア型と確認された。これらの結果のうち、嚢虫症症例について症例報告

をまとめて公表した(Swastika et al. 2012. Parasitol Int 61, 375-377)。②ウダヤナ大学

に提供した診断抗原を用いてパプア州住民の血清検査を実施し、現在でも住民の２０％

以上が嚢虫症抗体陽性であることが判明した(Swastika et al. in prep)。 

２）タイ：前年度にマヒドン大学が独自に調査したミャンマーとの国境沿いの地域からテ

ニア科条虫虫卵が少なからず見つかったという情報をもとに、Tak 県のカレン族難民村

で治療(駆虫)を目的とする調査を実施したが、以前の検便検査で虫卵が発見された難民は

全員バンコックに出稼ぎに出た後であった。しかし、新たに実施した住民検診から、再
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度テニア条虫感染者が発見され、１９隻の成虫寄生を受けていた症例を含め、駆虫に成

功した。タイでの大洪水の発生により、その後の調査は遅れている。多数寄生症例はタ

イならびに中国から確認されており、両国で確認された多数寄生例についての症例報告

を若手研究者にまとめさせている(Kusolsuk et al. in prep)。 

３）中国：四川省チベット族居住地で平成２１、２２年度に実施した疫学調査から、２０

隻の成虫寄生を受けた症例を含め漢方薬の駆虫効果が確認されたので、漢方薬の有用性

に関する論文を作成し、投稿した(Li et al. Acta Tropica submitted)。さらに、以前に実

施した同地域におけるエキノコックス症疫学調査成績をまとめ、公表した (Li et al. 2011. 

PLoS NTD 5, e1364)。 

４）モンゴル：モンゴルにおけるエキノコックス症に関する人、家畜、野生動物の調査が

進展した。モンゴルの国民病である単包虫症を引き起こす病原体は２種類であることが

判明した(Dorjsuren et al. in prep)。家畜（ヒツジ、ヤギ、ウシ）における単包虫感染実

態が血清検査から判明してきた(Boldbaatar et al. in prep)。モンゴル科学アカデミー(Dr. 

Chuluunbaatar)の協力により野生動物、アカギツネ、コサックギツネ、オオカミからエ

キノコックス条虫が確認された(Ito et al. in prep)。 

５）カメルーン：旭川医科大学大学院生、Agathe Nkouawa が平成２３年３月に学位を所

得し、帰国した。その後、それまでの研究成果について引き続き共同研究を展開してお

り、共同研究論文が公表された(Nkouawa et al. 2011. Southeast Asian J Trop Med 

Public Health 42, 1365-1374)。 
 
上記の２国間事業を通し、技術移転セミナー等での交流からの多国間事業への自発的展開

を模索してきた。その結果、多国間共同研究論文が公表され始めている(Yamane et al. 2012. 

Parasitol Int 61, 351-355; Ito et al. 2011. Parasit Vectors 4, 114; Sato et al. 2011. 

Parasitol Int 60, 108-110)。 

 

７－３ 若手研究者養成 

各国の若手研究者育成は順調に進展している。 
 
１）インドネシア：ウダヤナ大学医学部、獣医学部（バリ、デンパサール）、スマトラ・

ウタラ大学医学部（スマトラ、メダン）の若手研究者が主体的に自国の難治性寄生虫

疾患に取り組みだしている。ウダヤナ大学医学部講師、Swastika 医師は平成２４年度

から京都大学霊長類研究所で、学術振興会論文博士事業、候補者研究者として本事業

研究をさらに発展させる研究で学位取得を目指す。 

２）タイ：マヒドン大学熱帯医学部講師 Kusolsuk 医師はこれまでの本事業研究をまと

め、症例報告、伝搬疫学論文を作成し、マヒドン大学から学位(PhD)取得を目指す。

本事業代表者、伊藤は学位審査員である。 

３）中国：本事業における実質的研究実施者、TY Li 医師は本事業ならびにエキノコッ

クス症に関する一連の研究により英国サルフォード大学 PhD を授与され、平成２３
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年度に拠点機関教授に昇任した。今後は彼女の下で仕事をする若手研究者の育成が必

要になる。 

４）モンゴル：獣医学研究所、Boldbaatar 助手はモンゴル大学・大学院博士課程に在

籍し、家畜におけるエキノコックス症研究で学位取得を目指す（平成２２年度の本事

業研究を論文としてまとめている）段階である。厚生省感染症センター若手医師、 

Davaasuren 講師はテニア症免疫・遺伝子診断ならびに疫学研究で論文を準備してお

り、旭川医科大学への留学を検討している。科学アカデミーの Chuluunbaatar 博士は

野生動物の調査に積極的に取組み始めている。 

 

７－４ 社会貢献 

各国の拠点機関を通し、Neglected Tropical Diseases としてのテニア症・嚢虫症の問題点

が認識され始めている。上記の報告からも容易に想像できるように、嚢虫症を引き起こす

テニア症患者がいとも簡単に、流行現場である難民村、寒村からバンコックその他の各国

の大都会に出稼ぎに出かけている実態がある。時限爆弾を抱えた感染者が大都会の雑踏に

紛れ込んでいる実態が判明してきたことは、各国政府におけるこの問題への認識を高める

意味で重要である。本事業活動を総括する論文を公表した(Ito et al. 2011. Parasit Vectors 4, 

114)。 

インドネシアにおける Neglected Tropical Diseases の１つであるテニア症・嚢虫症対策に

向けたバリ島での疫学調査が、中央政府、地方政府、大学、保健所、住民一体となった取

り組みから功を奏し始めている。 これまでの活動ならびにその成果を平成２４年７月にイ

ンドネシアで開催される第１２回アジア学術会議 “Green Economy”で報告する。インドネ

シア科学院をはじめとする政府機関に本事業を理解してもらう良い機会であり、今後の２

国間事業への展開の糸口と考えている。 

モンゴルにおけるエキノコックス症、テニア症対策については JST-JICA(SATREPS)に申

請することを念頭に、平成２４年度前半にモンゴルの厚生大臣、感染症センター所長を含

める形の協議の場を設けたいと考えている。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

平成１８年から６年、２期継続して支援を受けた本事業が代表者、伊藤の定年で一区切り

をつけることになる。本事業によって、各拠点機関において独自の調査活動を積極的に推

進する若手研究者が育ち始めている。今後も、これまでの活動をさらに継続的に発展させ

る形の支援が望まれる。 

地球規模で経済（資源）外交が論議されているが、日本国からの取り組みは基本的に短絡

的、単発主義であり、科学外交による国際展開が脆弱である。 

急性疾患対策への支援ばかりに偏っているが、慢性疾患対策は途上国支援の切り札になり

得ると考えている。ODA を含めた資源外交に健康（感染症対策、母子保健、安全な上下水

道対策）、環境、教育（産児制限を含む）をパック化し包括外交を推進しなければ今後の日
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本の発展は期待できないことは明らかである。 

寄生虫疾患対策では日本が世界でも有数の実績を有しており、対策に成功した数少ない先

進国である。これまでの実績を資源外交に盛り込むことを提言したい。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数     ７本 

相手国参加研究者との共著   ７本 

   

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

  

８－１ 共同研究 

１）インドネシア：平成２２年度までにバリ島ならびにパプア州で実施した疫学調査研究

から両地域で嚢虫症の流行を確認し、比較研究を展開中である(Wandra et al. 2011. 

Southeast Asian J Trop Med Public Health 42; Swastika et al. 2012. Parasitol Int 61; 

Dharmawan et al. in prep.)。 

２）タイ：平成２２年度までにタイ―ミャンマー国境のカレン族難民村でマヒドン大学が

実施した疫学調査から、テニア条虫感染者が多数検出され、１例からは１９隻の成虫

が排出された(Kusolsuk et al. in prep.)。これらのサンプルを旭川医大で解析した結果、

ほとんどが最も危険な有鉤条虫であることが判明した。後日、平成２３年５月に同地

を再訪した結果、感染者全員がバンコックに出稼ぎに出てしまったというショッキン

グな実態が判明した(Ito et al. 2011. Parasites and Vectors 4, 114)。 

３）中国：平成２２年度までにチベット族居住地で実施した疫学調査により、テニア条虫

として３種類が確認され、近縁種である無鉤条虫とアジア条虫の雑種個体が遺伝子解

析により確認された(Yamane et al. 2012. Parasitol Int 61, 351-355)。また、エキノコックス

症（単包虫症）に関する予後判定論文が公表された(Li et al. 2011. PLoS NTD 5, e1364)。

テニア条虫の駆虫薬として、漢方薬と国際的に認可されているニクロスアミドの比較

を試み、その結果、漢方薬の方が優れていることが判明した(Li et al. 2012. Acta Tropica, 

submitted)。 

４）モンゴル：平成２２年度までに実施した調査によって、テニア症患者、エキノコック

ス症患者、家畜エキノコックス症および野生動物におけるエキノコックス感染が確認

された。その結果をそれぞれまとめさせ、図表の作成を含め論文作成を指導した。現

在、それぞれ１篇の論文がモンゴル側研究者によって準備されている。 

５）カメルーン：平成２３年３月末日で日本からカメルーンに帰国した Agathe Nkouawa

博士と、中国四川省で確認された、これまでに知られた型と異なる無鉤条虫とアジア

条虫の交雑個体についての共同研究論文を準備している(Nkouawa et al. in prep.)。また、

カメルーンにおける“脳寄生”寄生虫疾患に関する総説論文が公表された(Nkouawa et al. 
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2011. Southeast Asian J Trop Med Public Health 42, 1365-1374)。 

６）多国間共同研究：各国の研究成果、サンプルを全体で共有することにより、１ヵ国で

の研究ではまとまらない研究もそれぞれの成果を追加することにより、まとまった成

果になり始めている(Yamane et al. 2012. Parasitol Int 61, 351-355; Ito et al. 2011. Parasit 

Vectors 4, 114; Sato et al. 2011. Parasitol Int 60, 108-110; Kusolsuk et al. in prep.)。 

 

平成２３年度の共同研究は、基本的に、各国の拠点機関を中心に平成２２年度までに得ら

れた成績の解析、さらに必要に応じて旭川医大での追加解析成績を加味した形での成果と

取りまとめであり、その成果をセミナーで公表することとした。 

 

 

８－２ セミナー 

平成２３年度の中心事業として、２０１１年国際熱帯医学合同会議（バンコク）における

主要シンポジウム「JSPS-AASP Symposium “The Present Situation and Perspectives of 

Taeniasis and Cysticercosis in Asia”」を本事業６年間の総括セミナーとして主催し、各国

でこれまで実施した共同研究の成果と二国間共同研究から多国間共同研究への展開につい

て各国の若手研究者に発表させた。それぞれの演者に発表課題を指定し、自主的にスライ

ド作成させ、予行演習なしのぶっつけ本番のシンポジウムである旨を参加者全員に伝えた

うえで、シンポジウムを開催したが、各自非常によくまとめており、発表自体も国際会議

で十分通用するレベルであった。このシンポジウムの前後にも関係者全員で意見、情報交

換の時間を持ち、今後のさらなる協力体制構築に向けた共同研究を展開することで合意し

た。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

上記セミナーならびにセミナーに向けての２国間共同研究成果に関する情報、意見交換

をすべての拠点研究機関と共有し、それぞれの事業間での研究レベルの違いを含め、全

体で客観評価システムを構築できたと総括している。この交流を通して多国間共同研究

へと発展的な展開が始まっており、本事業の目的（多国間共同研究への展開）が達成さ

れつつあると総括している。 
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９．平成２３年度研究交流実績人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

インドネシア

<人／人日>

タイ 

<人／人日>

中国 

<人／人日>

モンゴル 

<人／人日> 

フランス
（日本側参加研究者）
<人／人日>

合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画   4/23(1/6) 1/10   5/33 

実績  3/20(1 / 2) 0/ 0   3/20 

(1/2)

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 1/14  1/ 5    2/19 

実績 0/ 0 3/11    3/11 

タイ 

<人／人日> 

実施計画        

実績       

中国 

<人／人日> 

実施計画   1/ 5    1/ 5 

実績   1/ 4   1/4 

モンゴル 

<人／人日> 

実施計画 1/14  1/ 5    2/19 

実績 1/16  2/ 8  3/24 

フランス 
（日本側参加研究者）

<人／人日> 

実施計画   1/ 5    1/ 5 

実績   0/ 0   0/ 0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/28  8/43 1/10   11/81

実績 1/16  9/43 

(1/2) 

0/0   10/59

(1/2)

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   0／0   <人／人日>    0／0   <人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流実績状況 

１０－１ 共同研究 

整理番号 R－1 研究開始年度 2009 研究終了年度 2011 

研究課題名 （和文）アジア・アフリカ（インドネシア）における人獣共通条虫症対策

研究 

（英文）Towards the control of cestode zoonoses in Asia and Africa 

(Indonesia) 

日本側代表

者 

氏名・所属・

職 

（和文）伊藤 亮・旭川医科大学・教授 

（英文）A. Ito, Asahikawa Medical University, Professor 

相手国側代

表者 

氏名・所属・

職 

T. Wandra, Directorate General, Disease Control and Environmental 

Health, Ministry of Health, Head of Sub-Directorate of Cardio-Vascular 

Disease 

交流人数 

（※日本側予

算によらない

交流について

も、カッコ書き

で 記 入 の こ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 インドネシア  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画     

実績    

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 1/14   1/14 

実績 0/ 0  0/ 0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/14   1/14 

実績 0/ 0   0/ 0 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２３年度の

研究交流活

動 

①バリ島北東地域における有鉤条虫症流行地における免疫・分子疫学研究

ならびに嚢虫症患者発見に向けた戦略策定、②有鉤条虫症、嚢虫症流行地

パプアにおける流行の実態調査、③上記①、②の比較解析 

研究交流活

動成果 

①バリ島から初めて眼嚢虫症症例が発見され、症例報告(Swastika et al. 2012. 

Parasitology International 61, 378-380)が公表された。眼嚢虫症患者が生活して

いる村における感染源となる有鉤条虫感染者、他の嚢虫症患者、ヒトへの

感染源となるブタのリアルタイムでの調査戦略の策定について骨子がまと

まりつつある。②については旭川医科大から提供した診断抗原を用い、ウ

ダヤナ大学で保存していた血清検査が実施され、成人男女の約２０％が感
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染している結果が得られている(Swastika et al. in prep.)。 

日本側参加者数  

１０ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

インドネシア側参加者数 

７ 名 （１３－２インドネシア側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 2009 研究終了年度 2011 

研究課題名 （和文）アジア・アフリカ（タイ）における人獣共通条虫症対策研究 

（英文）Towards the control of cestode zoonoses in Asia and Africa 

(Thailand ) 

日 本側代表

者 

氏名・所属・

職 

（和文）伊藤 亮・旭川医科大学・教授 

（英文）A. Ito, Asahikawa Medical University, Professor 

相 手国側代

表者 

氏名・所属・

職 

J. Waikagul, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, The 

Acting Dean 

交流人数 

（※日本側予

算によらない

交流について

も、カッコ書き

で 記 入 の こ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/5  1/5 

実績 1/6  1/6 

タイ 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  1/5  1/5 

実績  1/6  1/6 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２ ３年度の

研 究交流活

動 

５月に前年度に調査した地域で治療、虫体の回収作業を実施。平成２３年

１２月にバンコックで開催された２０１１年熱帯医学・マラリア合同国際

会議で本事業によるシンポジウムを主催。 

研 究交流活

動成果 

ミャンマー国境沿いのカレン族居住地域で広範囲に人体寄生テニア症が蔓

延していることが判明した。その対策に向けた技術革新、疫学調査への展

開が期待できる。多数寄生有鉤条虫症症例について症例報告(Kusolsuk et al. 

in prep.)を準備させ、疫学調査全体を Kusolsuk 講師の学位論文としてまとめ

させるべく指導している。国際会議におけるシンポジウムは非常に充実し、

コーヒーブレイクの時間を割いた全体討論が活発に展開された。他のアジ

ア各国での同様の展開の可能性についてもラオス、フィリピンから相談を

受けた。 
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日本側参加者数  

１０ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

タイ側参加者数 

８ 名 （１３－３タイ側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 2009 研究終了年度 2011 

研究課題名 （和文）アジア・アフリカ（中国四川省）における人獣共通条虫症対策研

究 

（英文）Towards the control of cestode zoonoses in Asia and Africa 

(Sichuan, China) 

日 本側代表

者 

氏名・所属・

職 

（和文）伊藤 亮・旭川医科大学・教授 

（英文）A. Ito, Asahikawa Medical University, Professor 

相 手国側代

表者 

氏名・所属・

職 

D. Qiu, Sichuan Institute of Parasitic Diseases Control, Director 

General 

交流人数 

（※日本側予

算によらない

交流について

も、カッコ書き

で 記 入 の こ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/10  1/10 

実績 0/ 0  0/ 0 

中国 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  1/10  1/10 

実績  0/ 0  0/ 0 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２ ３年度の

研 究交流活

動 

四川省西部、チベット民生活地域における嚢虫症伝搬疫学研究、特に人へ

の感染源動物の確認。 

 

 

研 究交流活

動成果 

チベット族の居住地から得られたテニア条虫（無鉤条虫とアジア条虫）の

雑種個体が確認され(Yamane et al. 2012. Parasitol Int 61, 351-355)、中間宿主動

物の特定が今後の課題である。エキノコックス症に関する予後判定研究(Li 

et al. 2011. PLoS NTD 5, e1364)、漢方薬の駆虫効果に関する論文が投稿され

た(Li et al. Acta Tropica submitted)。嚢虫症伝搬生態学的解析が進展しており、

論文作成に十分な知見が得られたかを分析中である。 
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日本側参加者数  

１０ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

８ 名 （１３－４中国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－4 研究開始年度 2009 研究終了年度 2011 

研究課題名 （和文）アジア・アフリカ（モンゴル）における人獣共通条虫症対策研究 

（英文）Towards the control of cestode zoonoses in Asia and Africa 

(Mongolia) 

日 本側代表

者 

氏名・所属・

職 

（和文）伊藤 亮・旭川医科大学・教授 

（英文）A. Ito, Asahikawa Medical University, Professor 

相 手国側代

表者 

氏名・所属・

職 

N. Dulmaa, National Center for Communicable Diseases, Director 

General 

交流人数 

（※日本側予

算によらない

交流について

も、カッコ書き

で 記 入 の こ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 モンゴル  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画     

実績    

モンゴル 

<人／人日> 

実施計画 1/14   1/14 

実績 1/16  1/16 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/14   1/14 

実績 1/16   1/16 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２ ３年度の

研 究交流活

動 

モンゴルにおけるエキノコックス症患者、患畜の免疫学的スクリーニング、

患者病巣の遺伝子解析 

 

 

研 究交流活

動成果 

平成２２年度に実施したモンゴルにおけるテニア症、エキノコックス症に

関する免疫・遺伝子研究成果の総括と論文作成を行った。人体単包虫症を

引き起こす種類は２種類であること、過去１０年間の人体テニア症症例の

解析、家畜エキノコックス症(ヒツジ、ヤギ、ウシ、平成２１年度に実施) に

ついての共同研究論文を準備中である。平成２３年度に新たに追加された

野生動物から採取された寄生虫サンプルからエキノコックス条虫を含む多

種類の寄生虫が確認されている。 
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日本側参加者数  

１０ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

モンゴル側参加者数 

８ 名 （１３－５モンゴル側参加研究者リストを参照） 



 18

 

整理番号 R－5 研究開始年度 2009 研究終了年度 2011 

研究課題名 （和文）アジア・アフリカ（カメルーン）における人獣共通条虫症対策研

究 

（英文）Towards the control of cestode zoonoses in Asia and Africa 

(Cameroon) 

日 本側代表

者 

氏名・所属・

職 

（和文）伊藤 亮・旭川医科大学・教授 

（英文）A. Ito, Asahikawa Medical University, Professor 

相 手国側代

表者 

氏名・所属・

職 

R. Moyou-Somo, Institute of Medical Research and Study of Medical 

Plants , Professor 

交流人数 

（※日本側予

算によらない

交流について

も、カッコ書き

で 記 入 の こ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 カメルーン  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画     

実績    

カメルーン 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画    0/0 

実績     

② 国内での交流       0 人／0人日 

２ ３年度の

研 究交流活

動 

留学生 Dr. A. Nkouawa がカメルーンの研究所に戻り、その後、今後どのよ

うな交流活動が可能かについてのインターネットを通して情報、意見交換

を実施、これまでに実施した共同研究論文作成を展開。 

 

研 究交流活

動成果 

旭川医科大学留学中に実施した共同研究成果を取りまとめた結果、総説論

文１篇が公表された(Nkouawa et al. 2011. Southeast Asian J Trop Med Public 

Health 42, 1365-1374)。また、分担研究者として参加した共同研究論文が公

表された(Yamane et al. 2012. Parasitol Int 61, 351-355)。さらに、流行地でのリ

アルタイムでの遺伝子検査法についての論文を投稿した(Nkouawa et al. 

2012. Parasitol Int submitted)。 
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日本側参加者数  

７ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

カメルーン側参加者数 

２ 名 （１３－６カメルーン側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）（和文）日本学術振興会主催 アジア・アフリカ学術基盤

形成事業「食品、飲料水媒介人獣共通条虫症流行対策に向けた事実

確認技術革新に関する国際シンポジウム」 

（英文） 

開催時期 平成２３年 １２月１日 ～ 平成２３年１２月２日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）タイ、バンコック、バンコックコンベンションセンター 

（英文）Cerntra Grand & Bangkok Convention Centre at 

Centra/World Bangkok, Thailand 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）伊藤亮・旭川医科大学・教授 

（英文）A. Ito, Asahikawa Medical University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Jitra Waikagul, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, The 

Acting Dean 

 
参加者数 

   派遣先 

派遣元 
セミナー開催国 

（  タイ  ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 2/14

B. 

C. 1/ 2

 

インドネシア 

<人／人日> 

A. 3/11

B. 

C. 

 

タイ 

<人／人日> 

A. 

B. 

C. 5/10

 

中国 

<人／人日> 

A. 1/ 4

B. 

C. 

 

モンゴル 

<人／人日> 

A. 2/ 8

B. 

C. 

 

合計 

<人／人日> 

A. 8/37

B. 

C. 6/12
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A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 

 

 

セミナー開催の目的 日本学術振興会・アジア・アフリカ学術基盤形成事業費による研究

拠点形成活動を国際的に知らしめるべく、毎年国際会議の主要シン

ポジウムとして「アジアにおける人獣共通条虫症」に関するシンポ

ジウムを主催してきている。今年度は「食品、飲料水媒介人獣共通

条虫症流行対策に向けた事実確認技術革新」をテーマとする。本事

業によって得られている研究成果について若手研究者をシンポジ

ストとして招へいし、講演させる。 

セミナーの成果 平成１８年度から２期継続、６年間の本事業活動の総括の場とし

て、バンコックで平成２３年１２月に開催された国際会議の主要シ

ンポジウムとして本セミナーを開催した。最終年度であることか

ら、各国の拠点研究機関の若手研究者を講演者に指名し、与えられ

た持ち時間内に研究目的、成果を分かりやすくまとめさせる指導を

実施した。 

各発表時間１０分、質疑討論５分であったが、発表者自身が作成し

たスライドが判りやすくまとめられており、研究目的、成果が参加

者に十分に伝わった。座長の一存で、発表者各自への質疑応答の後、

全体での質疑応答時間をコーヒーブレイクに組み込む形で展開し

たが、席を立つ参加者はゼロで、セミナー終了後にも欧米豪、東南

アジア（ラオス、フィリピン）からの参加者との意見交換、情報交

換の場が持たれ、本事業成果を十分に発信できたと判断している。

セミナーの運営組織 マヒドン大学熱帯医学部 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

外国旅費             1,960,919 円 

会場費・参加費                   469,507 円 

外国旅費等に係る消費税            110,065 円 

合計                             2,540,491 円 

タイ側 内容              金額 

会場設営費            5,000,000 円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

E-mail にて、情報・意見交換及び共同研究論文作成を行った。 

 

 

１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 0  

外国旅費 2,935,289 
消費税対象額 

2,425,739 円

謝金 0  

備品・消耗品購入費 1,396,918 
消費税対象額 

487,826 円

その他経費 497,253 
消費税対象額 

497,253 円

外国旅費・謝金に係
る消費税 

170,540  

計 5,000,000  

委託手数料 500,000  

合  計 5,000,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 473,916 1/ 6 

第２四半期 0 0/ 0 

第３四半期 2,518,530 8/37 

第４四半期 2,007,554 1/16 

計 5,000,000 10/59 

 

 


