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アジア・アフリカ学術基盤形成事業  

平成 20 年度事後評価 （実施報告書） 

 
１．概要 

研究交流課題名 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 

日本側拠点機関名 帯広畜産大学 

コーディネーター

所属・職・氏名 
原虫病研究センター・准教授・井上 昇 

相手国（地域）側 

国 名 拠点機関名 コーディネーター所属・職・氏名 

ケニア 

 

 

南アフリカ 

 

 

中国 

 

 

インド 

国際家畜研究所 

 

 

フリーステート大学 

 

 

中国農業科学院 

蘭州獣医学研究所 

 

国立馬研究所 

Biotechnology Division・ 

Senior Scientist・Bishop Richard 

 

Qwaqwa Campus ・ Associate Professor ・

Hlatshwayo Motseki 

 

Parasitology Division・Professor・ 

Yin Hong 

 

Veterinary Medicine・Scientist・ 

Kumar Sanjay 
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２．研究交流目標 

 申請時に計画した目標とその達成度について記入してください。 

○申請時の研究交流目標 

 

・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。 

 

○目標に対する達成度 

■研究交流目標は十分に達成された。 

 □研究交流目標は概ね達成された。 

□研究交流目標はある程度達成された。 

□研究交流目標はほとんど達成されなかった。 

 

【理由】 

・高感度診断法の開発、標準化と野外への普及 

  簡便かつ高感度な遺伝子増幅法である LAMP 法を節足動物媒介性原虫病の診断法として利用するべく，積

極的な共同研究，技術移転，セミナーを開催してきた。その結果，先進国・開発途上国の両方で新規診断技

術としての LAMP 法の有用性が認識され，現在，Trypanosoma, Babesia, Theileria, Toxoplasma, 

Cryptsporidium に対する LAMP 診断法開発が本事業参加の研究者らが主体となって進められている。波及効

果としてはコーディネーターの研究室は OIE（国際獣疫事務局）認定の Surra 病（Trypanosoma evansi）予

防・診断リファレンスラボラトリーとなった。 

 

・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 

  北海道大学人獣共通感染症リサーチセンターを中心に国際家畜研究所（ケニア）とも共同して、Theileria 

orientalis ゲノム配列（全長 8,983,596 bp）を決定し、遺伝子予測プログラムにより約 3,900 個の遺伝子

を予測した。これらの遺伝子を T. parva, T. annulata のゲノム配列、予測遺伝子と比較し、シンテニー構
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造の保存性を手がかりに、スポロゾイト、シゾント期に発現するタンパク質の同定に成功した。また、病原

性比較の観点から、T. parva 機能解析も実施し、リンパ球と原虫（シゾント）の相互作用に重要な役割を

果たす原虫タンパク質（TpSCOP）を同定した。加えて、タイレリアと類縁のアピコンプレックス原虫

（Toxoplasma、 Neospora、 Babesia）についても遺伝子解析、完全長 cDNA ライブラリー作製と解析、タン

パク質解析を行った。 

 

・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 

  「帯広畜産大学・北海道大学（創成研）でカーボンナノチューブを利用した診断用バイオセンサーのプロ

トタイプを作製した。中国（広州・中山大学）からセンサーの検定に必要なトリパノソーマ実験感染動物血

液、ウガンダおよびタンザニアよりトリパノソーマ自然感染牛血液を入手した。実験感染動物血液を用いた

センサー評価試験では陽性検体から抗トリパノソーマ抗体を既存の血清診断法と同等かそれ以上の感度で

検出できた。 

 

・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 

  本事業に参加した国内外の研究者は事業終了後もそれぞれの専門性を生かしながら共同研究を実施して

いる。とくに，LAMP 診断法の最適化と野外評価試験については将来キット化を目指し，年２回程度の研究

者交流・共同研究を科学研究費補助金などの予算によって実施している。 

  

以上のような理由から事業の目標は十分達成されたと考えている。 
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３．研究交流活動の成果 

これまでの交流を通じての成果を「学術的側面」「若手研究者の養成」及び「継続的な研究教育拠点の構築」の観

点から記入してください。また、活動成果から発生した波及効果がある場合には記入してください。 

○学術的側面 

本事業による共同研究がきっかけとなり，コーディネーターの研究グループは原虫用 LAMP 診断法の開発

に関して世界で中心的な役割を果たしている。 

北海道大学・人獣共通感染症リサーチセンターは良性タイレリアの全ゲノム解析や，その他の原虫・ベク

ター昆虫の全長ｃDNA 解析等で中心的役割を果たしている。また，ザンビア大学に設置したフィールド拠点

研究施設を活用し，南部アフリカ地域の人獣共通感染症調査を積極的に実施している。 

アジア・アフリカ地域における節足動物媒介性原虫病の流行実態が明らかとなりつつあり，現地調査の方

法論確立，現地研究協力者の学問水準向上などが達成できた。 

 

○若手研究者の養成 

LAMP 技術講習セミナーや研究者交流によって，アジア・アフリカ地域若手研究者の知識・技術レベル向

上を図ることができた。 

ウガンダから１名，南アフリカから１名を JSPS 外国人特別研究員として受け入れることができ，高度専

門教育を実施している。また，セミナーで招聘した南アフリカ博士課程学生の学位論文作成に当たり，コー

ディネーターは副査を務め，学位を取得させることができた。平成 21 年度にはナイロビ大学卒業のケニア

人学生を文部科学省国費留学生として受け入れが内諾しており，将来大学院博士課程に進学させる予定であ

る。事業終了後，ウガンダ人若手研究者を再度招聘し，LAMP 診断法の実地指導を行い，当該研究者はそれ

を基に，学位論文を作成しているところである。その他，中国，タンザニア，ケニア，南アフリカの研究者

とは原虫病と媒介昆虫の野外調査を共同で実施し，密接な研究協力体制を確立している。 

 

○アジア・アフリカ地域における継続的な研究教育拠点の構築 

帯広畜産大学では平成 20 年度に採択されたグローバル COE をベースに本事業コーディネーターが中心と

なり，アジア・アフリカ現地調査研究教育活動を積極的に推進する予定である。これにより，本事業のフォ

ローアップとさらなる研究教育の発展を目指す。 

北海道大学・人獣共通感染症リサーチセンターがザンビア大学に設置したフィールド拠点研究施設は，南

部アフリカ地域の人獣共通感染症調査基地としてだけでなく，現地若手研究者の研究教育拠点として必要十

分な機能を果たしている。 

 

○成果の波及効果 

本事業などで研究開発・フィールド評価試験を実施してきた LAMP 法による原虫病診断法が認められ，コ

ーディネーターの研究室は OIE（国際獣疫事務局）認定の Surra 病（Trypanosoma evansi）予防・診断リフ

ァレンスラボラトリーとなった。さらに，LAMP 法による人トリパノソーマ症検出キット開発を FIND

（Foundation for Innovative New Diagnostics）と共同で実施している。LAMP キットが完成すれば本事業

に参加したアジア・アフリカ地域研究者のネットワークを活用し，フィールドでの大規模評価試験が可能と

なる。 
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４．研究交流活動の実施状況 

３カ年の交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」ごとに、交流人数・交流相手国・概略を記

入してください。 

同研究  

延べ交流人数： 4（1）人 延べ交流日数： 209 日 

 交流相手国：  インド，南アフリカ，中国          

【概要】 

節足動物媒介性原虫病であるトリパノソーマ、タイレリアおよびバベシアに対する LAMP 診断法に関する

共同研究を実施した。我々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 LAMP 診断系について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ことができた。また、

材料からの DNA 抽出方法は濾紙上に乾燥した少量の血液を用いる簡易 DNA 抽出法が利用可能であった。これ

によって、材料採取の省力化を図ることができた。特異性、感度が改善できた LAMP 法（Trypanozoon 亜属

のトリパノソーマ３亜種、T. congolense、 T. evansi、 Theileria parva）については野外試料（血液由

来 DNA）を用いて当該病原体遺伝子の検出を試みた。その結果、PCR 法によるスクリーニングよりも高い割

合で病原体遺伝子の検出が可能であることが明らかとなった。 

「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」については、北海道大学人獣共通感染症リサ

ーチセンターを中心に遺伝子推測、同定等のアノテーション作業を実施した。さらに人獣共通感染症リサー

チセンターでは、ILRI（ケニア）とも共同して Theileria parva との比較ゲノム解析についても実施した。

その結果、T. orientalis ゲノム配列（全長 8,983,596 bp）を決定し、遺伝子予測プログラムにより約 3,900

個の遺伝子を予測した。これらの遺伝子を T. parva, T. annulata のゲノム配列、予測遺伝子と比較し、シ

ンテニー構造の保存性を手がかりに、スポロゾイト、シゾント期に発現するタンパク質の同定に成功した。

また、病原性比較の観点から、T. parva 機能解析も実施し、リンパ球と原虫（シゾント）の相互作用に重

要な役割を果たす原虫タンパク質（TpSCOP）を同定した。加えて、タイレリアと類縁のアピコンプレックス

原虫（Toxoplasma、 Neospora、 Babesia）についても遺伝子解析、完全長 cDNA ライブラリー作製と解析、

タンパク質解析を行った。 

「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した。中国

（広州・中山大学）からセンサーの検定に必要なトリパノソーマ実験感染動物血液、ウガンダおよびタンザ

ニアよりトリパノソーマ自然感染牛血液を入手した。実験感染動物血液を用いたセンサー評価試験では陽性

検体から抗トリパノソーマ抗体を既存の血清診断法と同等かそれ以上の感度で検出できた。 

 

○セミナー  

延べ開催回数： 4 回、延べ交流人数： 31 人 

交流相手国：  ケニア，中国，インド，フィリピン（中国側），ウガンダ（日本側），タンザニア（日本側）    

【概要】 

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、平成１８年度はアフリ

カでも深刻な問題となっているトリパノソーマ症、結核、ニュ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
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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。 

平成１９年度，９月６日～７日の２日間、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

セミナーを帯広畜産大学原虫病研究センターにて開催した。セミナーでは日本（１名）、ケニア（１名）、中

国（６名）、インド（１名）、フィリピン（中国側参加者）（１名）、ウガンダ（日本側参加者）（１名）、タン

ザニア（日本側参加者）（１名）から研究者を招聘し、互いにこれまでの成果を発表し、内容について討論

した。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の意見

交換および討論を行い、本事業終了後の原虫病研究ネットワーク拡充のための外部資金獲得等について協力

することを決定した。 

さらに平成１９年度は中国・上海において１０月２２日～２３日の２日間、LAMP 技術講習セミナーを開

催した。日本からは５名がセミナー講師として参加し、中国側若手研究者３５名程度が参加した。セミナー

第１日目には LAMP 法の原理等に関する導入的な講義、第２日目には LAMP 反応の具体的手順の指導と実地研

修を実施した。セミナーでは中国側研究者から LAMP 法による原虫病診断技術が実用可能であり、有用であ

るとの意見を得た。しかしながら試薬の調達に時間がかかることや、他の診断法との比較検討が不十分であ

るとの指摘も受けた。中国側若手研究者らの研究内容や、中国の原虫病流行状況についても十分な討論を行

うことができ、今後さらに LAMP 法技術移転を行い、また LAMP 法で用いるプライマーの改良を行っていく必

要性が明らかとなった。 

 

○研究者交流  

延べ交流人数： 8 人 延べ交流日数： 81 日 

  交流相手国：   インド，中国，南アフリカ，ケニア           

 【概要】 

平成１７年度に，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。また， 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。 

平成１８年度，9月 14 日～15 日の 2日間、大学院学生 1名を協力機関・北海道大学人獣共通感染症リサ

ーチセンター・杉本教授のもとへ派遣し、若手研究者へ LAMP 法の技術移転を行った。 
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9 月 16 日から 4 日間、帯広畜産大学原虫病研究センターで主催した日独原虫病シンポジウムに旅費の一

部を本事業から援助して研究員 1名（サンジャイ・クマール博士）を拠点機関・国立馬研究所から招聘した。

9月 24 日～29 日の 6日間、協力機関の中国・中山大学から Lun Zhao-Rong 教授を招聘し、LAMP 法評価の

ために行う水牛へのトリパノソーマ実験感染について打ち合わせを行った。 

9 月 27 日～28 日の 2日間、12 月に予定していたケニアでのセミナーの事前打ち合わせのため、コーディ

ネーター（井上）が協力機関・北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター・杉本教授を訪問し、第 1 回

事前打合せをおこなった。 

11 月 21 日～22 日の 2 日間、12 月に予定していたケニアでのセミナーの事前最終打ち合わせのため、コ

ーディネーター（井上）が協力機関・北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター・杉本教授を訪問した。

1 月 26 日～28 日の 3 日間、協力機関・北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター・杉本教授が主宰す

る寄生虫ゲノム会議にコーディネーター（井上）と大学院学生 1名が参加し、寄生虫ゲノム解析とその応用

についての意見交換を行った。 

2 月 8 日～20 日の 13 日間、協力研究者のチャールズ・オティム所長を招聘し、北海道大学人獣共通感染

症リサーチセンター、帯広畜産大学原虫病研究センター、京都大学大学院生命科学研究科の順に訪問し、平

成 19 年度の本研究実施計画について討論・打ち合わせを行った。 

平成１９年度,９月６日～７日の２日間、帯広畜産大学原虫病研究センターにて開催したセミナー終了後、

フィリピン（中国側参加者）（１名）、ウガンダ（日本側参加者）（１名）、タンザニア（日本側参加者）（１

名）から招聘した研究者らと２週間程度共同研究を実施した。研究内容は各国研究者による野外 DNA サンプ

ルの疫学調査である。過去に実施した技術セミナーなどで習得した LAMP 法などの遺伝子診断技術を用いて

サンプルのスクリーニングを実施し、技術習得および疫学情報の収集を行った。 

１０月２２日～２３日の２日間、上海で実施した LAMP 技術講習セミナーの後、セミナー参加日本人研究

者５名と中国側若手研究者との研究者交流を実施した。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った。 
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５．事業の実施体制 

 本事業における、日本側拠点機関の実施体制、相手国拠点機関との協力体制、事務支援体制、事業終了後の活

動状況等について記入してください。 

○日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

    平成１８，１９年度に年２回のセミナーを拠点機関で実施し，その後必要に応じて協力機関へのアジア・

アフリカ若手研究者の派遣と共同研究・研究者交流を行った。拠点機関で国内協力機関と海外拠点機関等と

の共同研究をコーディネートし，研究者派遣・招聘などを企画，実施した。 

 

拠点機関及び国内協力機関リスト 

拠点機関：帯広畜産大学 

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 
 

○相手国協力機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

    各国はそれぞれの地域で流行している節足動物媒介性原虫病の流行状況調査と実地調査結果に基づく疾

病対策の問題提起を行った。また，日本側拠点機関，協力機関でどのような研究課題・技術講習を実施すれ

ばよいか，若手研究者の要望を集約し，日本側コーディネーターとセミナー・研究者交流などについての調

整を行った。結果的に，日本側拠点機関を中心とした相互交流を確立できた。 

 

各国の拠点機関と協力機関リスト 

（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 

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 

（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 

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 

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 

（英文）School of Life Science, Zhongshan University, Center for Parasitic Organisms  

（和文）中山大学生命科学院 
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（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 

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 

 

○日本側拠点機関の事務体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等） 

帯広畜産大学・研究国際課および財務課の支援を受けた。 

 

○事業終了後の拠点機関としての活動状況 

  拠点機関では本事業で構築した日本国内研究機関とアジア・アフリカ地域研究機関との研究者交流，共同

研究ネットワークをさらに発展させるべく，外部資金の獲得に努めてきた。平成２０年度に採択されたグロ

ーバル COE によって，帯広畜産大学ではアジア・アフリカ地域研究者（フィールド研究）と協力し，原虫病

を中心とした畜産衛生分野の世界最高水準を睨んだ国際的拠点重点化を目指す。本拠点は、「セルユニット

（移動教育単位）」と称する少数研究者からなる研究グループを軸として展開する。セルユニットは 5 人前

後の教員・若手研究者（ポスドク）・大学院生・技術員等で構成される教育研究集団であり、機動的かつ柔

軟性の高い組織単位である。このセルユニットの機動性を生かし、研究室および畜産衛生の需要が高い流行

地を結ぶ実質的なパイプの役割を与える。本拠点は、原虫などの病原微生物によって引き起こされる人獣特

殊疾病感染症を「原理・診断・予防・治療」の四つのウィンドウから捉え、原虫病高度流行地であるアジア・

アフリカ諸国における先端的研究成果の展開と、それらの地域から国際研究資源の研究室への導入を実施す

る。また、本学独自の国際協力実績をもとにアジア・アフリカの主要４教育研究機関を核としたフィールド

教育研究ネットワークを構築し、セルユニットによる研究実施過程を“高度専門教育の場”として取扱い、

畜産物関連感染症の若手研究者の育成をおこなう。これらのセルユニットの活動により、フィールド（流行

地）とラボ（研究室）が有機的に融合した国際的な“食の安全”拠点の重点化を達成し、畜産衛生学領域に

おいて世界オンリーワンの「食の安全」教育研究拠点の実質化を強く推進する。 
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６．この課題に関連した主な発表論文名・著者名 

コーディネーターあるいは参加研究者が実施期間中に既に発表した、この交流の成果となる主な論文等を記載して

ください。コーディネーター・参加研究者の氏名にはアンダーラインを付してください。また、相手国の参加研究者との

共著論文には、文頭の番号に○印を付してください。 
 

Ⅰ．学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済み及び採録決定済のものに限り、査読中・投稿中のものは除く。 

１ 

著者名 Sakurai, T., Sugimoto, C. and Inoue, N. 

題 名 

Identification and molecular characterization of a novel 

stage-specific surface protein of Trypanosoma congolense 

epimastigotes. 

掲載誌名
Molecular and Biochemical 

Parasitology 

発行所 エルゼビア 巻号 161 頁 1～11 発行年 2008 年 査読 有 

２ 

著者名 Namangala, B., Yokoyama, N., Ikehara, Y., Taguchi, O., Tsujimura, K., Sugimoto, C. and Inoue, N. 

題 名 
Effect of CD4+CD25+ regulatory T cell-depletion on acute lethal 

infection of mice with Trypanosoma congolense. 
掲載誌名

The Journal of Veterinary 

Medical Science 

発行所 日本獣医学会 巻号 70 頁 751～759 発行年 2008 年 査読 有 

３ 

著者名 Thekisoe, O. M. M., Omolo, J. D., Swai, E. S., Hayashida, K., Zhang, J., Sugimoto, C. and Inoue, N. 

題 名 

Preliminary application and evaluation of loop-mediated isothermal 

amplification (LAMP) for detection of bovine theileriosis and 

trypanosomosis in Tanzania. 

掲載誌名
Onderstepoort Journal of 

Veterinary Research 

発行所 
オンデルステポート獣医

研究所 
巻号 74 頁 339～342 発行年 2007 年 査読 有 

４ 

著者名 
Iseki, H., Alhassan, A., Ohta, N., Thekisoe, O. M. M., Yokoyama, N., Inoue, N., Nambota, A., Yasuda, J., Igarashi, 

I. 

題 名 

Development of a multiplex loop-mediated isothermal amplification 

(mLAMP) method for the simultaneous detection of bovine Babesia 

parasites. 

掲載誌名
Journal of Microbiological 

Methods 

発行所 エルゼビア 巻号 71 頁 281～287 発行年 2007 年 査読 有 

⑤ 
著者名 Gong, H., Zhou, J., Liao, M., Hatta, T., Harnnoi, T., Umemiya, R., Inoue, N., Xuan, X., Fujisaki, K. 

題 名 
Characterization of a carboxypeptidase inhibitor from the tick 

Haemaphysalis longicornis. 
掲載誌名 Journal of Insect Physiology

発行所 エルゼビア 巻号 53 頁 1079～1087 発行年 2007 年 査読 有 

６ 

著者名 Karanis, P., Thekisoe, O. M. M., Kiouptsi, K., Ongerth, J., Igarashi, I., Inoue, N. 

題 名 

Development and preliminary evaluation of a loop-mediated 

isothermal amplification procedure for sensitive detection of 

Cryptosporidium oocysts in fecal and water samples. 

掲載誌名
Applied and Environmental 

Microbiology 

発行所 米国微生物学会 巻号 73 頁 5660～5662 発行年 2007 年 査読 有 

７ 

著者名 
Thekisoe, O. M. M., Honda, T., Fujita, H., Battsetseg, B., Hatta, T., Fujisaki, K., Sugimoto, C. and Inoue, 

N. 

題 名 
A new trypanosome species isolated from naturally infected 

Haemaphysalis hystricis ticks in Kagoshima Prefecture, Japan. 
掲載誌名 Parasitology 
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発行所 ケンブリッジ大学出版 巻号 134 頁 967～974 発行年 2007 年 査読 有 

８ 

著者名 
Thekisoe, O. M. M., Kuboki, N., Nambota, A., Fujisaki, K., Igarashi, I., Sugimoto, C., Yasuda, J. and Inoue, 

N. 

題 名 
Species-specific loop-mediated isothermal amplification (LAMP) for 

diagnosis of trypanosomosis. 
掲載誌名 Acta Tropica 

発行所 エルゼビア 巻号 102 頁 182～189 発行年 2007 年 査読 有 

⑨ 

著者名 Li, S. Q., Fung, M. C., Reid, S. A., Inoue, N. and Lun, Z. R. 

題 名 

Immunization with recombinant beta-tubulin from Trypanosoma evansi 

induced protection against T. evansi, T. equiperdum and T. b. brucei 

infection in mice. 

掲載誌名 Parasite Immunology 

発行所 ブラックウエル 巻号 29 頁 191～199 発行年 2007 年 査読 有 

１
０ 

著者名 Alhassan, A., Govind, Y., Tam, N. T., Thekisoe, O. M., Yokoyama, N., Inoue, N. and Igarashi, I. 

題 名 
Comparative evaluation of the sensitivity of LAMP, PCR and in vitro 

culture methods for the diagnosis of equine piroplasmosis. 
掲載誌名 Parasitology Research 

発行所 スプリンガー・ベルグ 巻号 100 頁 1165～1168 発行年 2007 年 査読 有 

１
１ 

著者名 Namangala, B., Sugimoto, C. and Inoue, N. 

題 名 
Effects of exogenous transforming growth factor-beta on Trypanosoma 

congolense infection in mice. 
掲載誌名 Infection and Immunity 

発行所 米国微生物学会 巻号 75 頁 1878～1885 発行年 2007 年 査読 有 

 

Ⅱ．国際会議における発表 

 ・著者（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、論文等の番

号、月・年を記載すること。発表者に○印を付すこと。 

 ・口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載すること 

１ 

著者名 ○Inoue, N. and Thekisoe, O. M. M. 

題 名 
Development of Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) 

Technique for Diagnosis of African Trypanosomosis. 
口頭 査読 無 

学会名 

International World Association of 

Veterinary Laboratory 

Diagnosticians 

場所
メルボルン・オーストラ

リア 
番号 3 11 月 2007 年 

２ 

著者名 ○Inoue, N. 

題 名 
Towards development of an easy-to-use molecular diagnostic method 

for HAT. 
口頭 査読 無 

学会名 

Meeting of the International 

Scientific Council for 

Trypanosomiasis Research and 

Control (ISCTRC) 

場所 ルアンダ・アンゴラ 番号 4 10 月 2007 年 

３ 

著者名 ○Inoue, N. 

題 名 
A practical demonstration of the use of loop-mediated isothermal 

amplification for diagnosis of tick-borne pathogens. 
口頭 査読 無 
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学会名 

Annual Integrated Consortium on 

Ticks and Tick-borne Diseases 

(ICTTD) -3 Meeting 

場所 ザンジバル・タンザニア 番号 1 9 月 2007 年 

４ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

５ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

 

Ⅲ．国内学会・シンポジウム等における発表 

 ・Ⅱと同様に記載すること 

１ 

著者名 ○工藤京子、服部雅一、Kim J. Y.、井上昇、杉本千尋 

題 名 
Theileria parva のシゾント期において発現される TpSCOP はアクチンへ

の結合性を有する 
口頭 査読 無 

学会名 第 144 回日本獣医学会学術集会 場所 江別・北海道 番号 42 9 月 2007 年 

２ 

著者名 ○井関博、Andy Alhassan、太田奈保美、Oriel Thekisoe、横山直明、井上昇、Andrew Nambota、安田準、五十嵐郁男

題 名 
mLAMP (Multiplex Loop-Mediated Isothermal Amplification)法を用い

たガーナ及びザンビア共和国におけるウシバベシア症の疫学調査 
口頭 査読 無 

学会名 第 143 回日本獣医学会学術集会 場所 つくば 番号 39 4 月 2007 年 

３ 

著者名 ○八田岳士、梅宮梨可、三好猛晴、井上昇、玄学南、DeMar Taylor、辻尚利、藤崎幸蔵 

題 名 
吸血性節足動物フタトゲチマダニ Haemaphysalis longicornis における

血液消化関連分子ロイシンアミノペプチダーゼの遺伝子機能解析 
口頭 査読 無 

学会名 第 143 回日本獣医学会学術集会 場所 つくば 番号 38 4 月 2007 年 

４ 

著者名 ○横山直明、ボニフェス ナマンガラ、池原譲、田口修、辻村邦夫、杉本千尋、井上昇 

題 名 
制御性 T 細胞消失マウスにおけるアフリカトリパノソーマの感染病態に

ついて 
口頭 査読 無 

学会名 第 76 回日本寄生虫学会 場所 大阪 番号 25 3 月 2007 年 

５ 

著者名 
○オリエル テキソエ、アンドリュー ナンボタ、安田準、久保木基高、ラウール バジー、アンドレア コロネル

ーセルヴィアン、杉本千尋、藤崎幸蔵、井上昇 

題 名 LAMP 法によるトリパノソーマ高感度・簡便検出法の開発 口頭 査読 無 

学会名 第 76 回日本寄生虫学会 場所 大阪 番号 24 3 月 2007 年 

 


