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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２８年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

Ｓ２５０９  
関連研究分野  

（分科細目コード）  

寄生虫学（含衛生動物学）  

（７９１０）  

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

住血吸虫症の多角的な調査を通したフィールド志向型熱帯感染症専門家の強化育成事業  

（平成２５年度）  

代表研究機関名 国立大学法人  長崎大学 

代表研究機関以外

の協力機関 
なし 

主担当研究者氏名  濱野  真二郎  

補助金支出額  

（平成 25年度）  

23,375,000 

円  

（平成 26 年度）  

27,290,000 

        円  

（平成 27 年度）  

20,450,000 

        円  

（合計）  

71,115,000 

          円  

(公募応募当初の「事

業計画調書」に記載

の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 25年度）  

      3   人  

 

（平成 26年度）  

      3   人  

（    3   人）  

（平成 27年度）  

      3     人  

（    3   人）  

（合計）  

       3    人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 25年度）  

      3  人  

 

（平成 26年度）  

      3   人  

（     3   人）  

（平成 27年度）  

      3     人  

（     3  人）  

（合計）  

       3    人  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 25年度）  

     0   人  

 

（平成 26年度）  

      0   人  

（        人）  

（平成 27年度）  

      0     人  

（        人）  

（合計）  

        0     人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した期待される成果の概要 

（事業計画調書（１０－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要）  

若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要   

1980年代の感染症に対する楽観的な見方により日本のみならず多くの先進国では

1990年代半ばごろまで感染症の専門家育成がおろそかになった時期があった。この影

響により、現在でも寄生虫疾患や病害動物を専門とするフィールド志向性の科学者は

社会的な必要性からみて不足状況がつづいている。21世紀に入り、感染症研究の重要

性が見直されてきた先進各国は、この分野の人材育成の強化に乗り出している。 

本事業によりアフリカ・英国へ派遣される若手研究者は日本および世界の社会的ニ

ーズに応える学際的な研究を遂行できる人材として育成されることが期待される。即

ち、寄生虫学ならびに免疫遺伝学領域の人材にあっては（ア）熱帯地域のフィールド

において疫学調査を遂行し、また（イ）研究室においてはフィールドで得られた情報

・検体を適切な先端解析手法によって分析し、寄生虫疾患ならびに病態形成や疾患感

受性に密接に関係する免疫遺伝学的な問題を解決できる能力を有する人材である。ま

た、中間宿主貝の研究の領域にあっては、病害動物学の背景を有することが前提とな

る。その上で、（ウ）医学的に重要な中間宿主の調査を熱帯のフィールドにおいて計

画・実施し、さらに得られた生物サンプルを遺伝子レベルでも解析可能な分子生物学

の知識、技術を有し、ベクターや中間宿主媒介性の疾患を地球環境の要素までも考慮

にいれてコントロールする視点を有する人材が育成される。 

さらに、本事業により派遣される若手研究者は、（エ）研究分野の専門を超えて、

得られた成果を国際的な視点から発信する能力を持つことが期待される。 

なお、本プロジェクトでの人材育成の成果は若手研究者の国際会議での発表回数、

論文数とその質によって評価できると考えている。  

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

■期待を上回る成果を得た  

□十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】  

寄生虫学（派遣者①）、免疫遺伝学（派遣者③）、中間宿主貝の研究領域（派遣

者②）で選抜された若手研究者３名は、頭脳循環プロジェクトによる共同研究を通

して、マネジメント能力、研究遂行能力を向上させた。さらに ケニア中央医学研

究所（KEMRI）、英国ロンドン大学、リバプール大学熱帯医学校、米国CDCを初めと

した研究機関との国際ネットワーク構築・強化に貢献し、得られた成果を国際的な

視点から発信することができた。その結果、当初大学院生として採用された若手研

究者（派遣者①）は見事キャリアアップに成功した。 
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(ア) 熱帯地域のフィールドにおいて疫学調査を遂行する能力の醸成・育成 

i. 重要な研究課題に対して、対象国の法体系の中で実施可能な疫学調査を計画

立案し、倫理委員会から研究実施許可を得ること。 

KEMRI、ロンドン大学と共に新たな研究プロポーザルを作成し、KEMRI に申請し、

承認された (承認番号: KEMRI/SERU/ ESACIPAC/003/3092) （派遣者①）。またす

でに承認されていた SSC2084 に関しても、きちんと年次報告を提出し、研究計画

承認の更新を行った（派遣者①③）。また貝の調査に関する申請も、ケニア国・

マセノ大学で承認された (承認番号: MSU/DEPC/MUERC/000056/14) （派遣者②） 。 

ii. コミュニティの文化・社会背景をよく理解し、人々との信頼関係を築くこと。 

ケニア国・ヴィクトリア湖湖畔のコミュニティで、地域行政と住民の信頼を得、

ケニア政府によるMDA介入施行（2016年2月）前に、研究プロポーザルに従って、

2014と2015年の２度に渡って、包括的なフィールド調査を遂行できた（全派遣者）。 

(イ) フィールドからの情報・検体を適切な先端解析手法で分析し、寄生虫疾患の病態

形成や疾患感受性に関係する免疫遺伝学的課題を解決できる能力の醸成・育成。 

後項の資料２（５）「若手研究者の派遣実績の詳細」に記載したように、1) ケ

ニア国 KEMRI のESACIPAC 部門と協力して、住血吸虫症の寄生虫学的、血液・生

化学的解析を行うと共に、2) ヴィクトリア湖湖畔のラボで先端研究機器を設置整

備し、免疫学的研究を遂行できた。3) GPSの活用などにより住民の家屋位置情報

や社会経済情報を得た。4) 英国ロンドン大学熱帯医学校と連携して疫学データの

統計解析や時空間解析を進め、住血吸虫感染の空間分布データを得た。5) その結

果、子供たちの住血吸虫の感染状況や感染リスク因子が明らかとなり、6) 研究結

果の一部は国際学術誌に掲載された。住血吸虫感染をモニタリングする際、7)精

度・費用対効果に優れるCCA検出新規診断法の有用性を検証し、8) SerpinやRP26

に対する抗体の検出が機能することを見出し十分に達成された。 

(ウ) 医学的に重要な中間宿主の調査を熱帯のフィールドにおいて計画・実施し、得ら

れた生物サンプルを遺伝子レベルでも解析可能な分子生物学の知識、技術を有し、

ベクターや中間宿主媒介性の疾患を地球環境の要素までも考慮にいれてコントロ

ールする視点の醸成・育成。 

 1)マセノ大学と協力して現地研究を適切にマネジメントし、二週間毎の中間

宿主貝の定点観測を根気強く継続し、その分布と感染率の調査を行った。2) 粘液

の多い貝からの簡便で効率的なDNAの単離法を確立した。3)種の同定が困難な稚貝

が多数採集されたため、淡水性巻貝の世界的な権威であるリバプール熱帯医学校

のJ. Russell Stothar 教授と共に、ゲノムに基づいた貝の種同定を進めるなど、

科学的探求を真摯に継続した。また 4) Spring Meeting においても研究成果を発

表し、参加者による専門的コメントを得るなど、着実な成果を残した。 

(エ) プログラム実施期間中は、国際会議での発表する機会も限られていたが、それで

も後項の資料４「共同研究成果の発表状況」にも示す様に、研究成果を国際的な

視点から発信するなど、本プロジェクトでの人材育成の成果は十分に達成された。 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（事業計画調書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び事業計画調書（１０－２）に記載した国

際共同研究において期待される成果概要）  

国際共同研究課題の到達目標 

本国際共同研究では、住血吸虫症が蔓延するケニア国において、KEMRI、英国ロン

ドン大学熱帯医学校、米国CDC、長崎大学ケニア拠点との連携を深めながら協同研究

を推進し、住血吸虫症の世界的な対策プログラムに資する知見を生み出すことを到達

目標とする。 

本プロジェクトは国際的に活動する研究機関との関係強化を図るとともに、若手研

究者に挑戦と研鑽機会を与えるものである。また、国際的研究者ネットワーク強化に

より、優秀な海外研究者をわが国に引き寄せることにつながれば、『アフリカにおけ

る熱帯病対策』 の基盤形成ならびに礎となる。 

国際共同研究において期待される成果概要 

日本は世界に先駆けて住血吸虫症とリンパ系フィラリア症の制圧に成功した。その

成功体験を生かし世界の『顧みられない熱帯病 Neglected Tropical Diseases; NTDs

』に貢献する目的で、『橋本イニシアティヴ』が生まれ、2000年にWHO主導によるリ

ンパ系フィラリア症根絶計画が開始された。一方、世界における住血吸虫症対策は極

めて遅れているというのが現状である。住血吸虫の場合、疾患制圧に最適な介入の方

法が不明なままであり、有効で費用対効果が大きい持続可能な戦略の策定が喫緊の課

題である。 

本国際共同研究は日本とアジア・アフリカの寄生虫学、病害動物学、免疫遺伝学を

専門とする研究者が共同して疾病が流行している熱帯地域で調査・研究するものであ

り、疾患制圧に最適な介入戦略の策定に不可欠な学術的基盤を支える研究である。 

 本国際共同研究の成果は、科学論文、報告書、学会発表により公表されるため、

これらの情報により検証することが可能である。 

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】  

国際共同研究は比較的順調に展開された。現在解析中のデータも多く、研究成果は

これから順次論文として国際誌に掲載していく予定である。寄生虫学を専門とする若

手研究者は、その研究業績ならびに将来性への期待から、2015年 日本熱帯医学会研

究奨励賞を受賞し（2015年12月、大阪）、また私立大学・医学部の教育・研究職にテ

ニュアのポジションを得た。それにもかかわらず、到達目標に対する達成状況の自己

評価が「期待を上回る成果」とは言い難いのは、国際共同研究の到達目標のいずれも
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がWHOの専門家が希求するレベルのものだったために、２年半ほどの短期間に到達す

べき目標としては高すぎたというのが正直な感想である。しかしながら当初設定した

研究目標の方向性は適切であったため、国際共同研究を通して、現時点での世界にお

ける住血吸虫症対策の現状がより明確にかつ鮮明に展望できた。今後の研究展開の方

向性がより明確になったことは、本プログラムでの大きな収穫の一つとなった。 
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。  

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

長崎大学では第３期中期目標の第1項として「人間の健康に地球規模で貢献する世

界的 “グローバルヘルス” 教育研究拠点となる」ことを掲げており、熱帯医学研究

所はもちろん、昨年度新たに設置された熱帯医学・グローバルヘルス研究科でも、フ

ィールド志向型熱帯感染症専門家の育成も視野に入れた若手研究者の研鑽・育成が極

めて重要であることを認識しており組織として継続した取り組みを計画している。 

（主）担当研究者のうち３名は、平成２７年度「アフリカにおける顧みられない熱

帯病（NTDs）対策のための国際共同研究」プログラム（AMED）の１つとして採択され

た、「アフリカのNTD対策に資する大陸的監視網に向けたイノベーティブ・ネットワ

ークの構築：一括・同時診断技術を基軸とした展開」（代表者：金子聰 教授）の分

担者として参画しており、本プログラムにより、国内外の若手研究者の研鑽・育成事

業の継続が見込める状態にある。 

また、担当研究者のうち１名は、国際科学技術共同研究推進事業・地球規模課題対

応国際科学技術協力プログラム(SATREPS) 「南部アフリカにおける気候予測モデルを

もとにした感染症流行の早期警戒システムの構築」の代表者となっており、やはり、

若手研究者の研鑽・育成事業の継続が見込める状態にある。 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

長崎大学はケニア共和国と50年におよぶ関係を構築しており、2005年には長崎大学

ケニア拠点をKEMRI（本事業の相手機関）内に開設し、6～7名の職員を長期赴任させ、

相手国機関との共同により熱帯病・新興感染症の調査研究を実施している。今後は上

述の「アフリカにおける顧みられない熱帯病（NTDs）対策のための国際共同研究」プ

ログラムや長崎大学が主体となりアフリカ数カ国で実施しているSATREPS（計３事業）

などを通して、コンゴ民主共和国、ザンビア、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ

などアフリカ各国に研究ネットワークを拡大・継続していく見込みである。まずは

2016年9月にはナイロビにおいて第6回アフリカ開発会議（TICAD VI）ポストイベント

と し て 国 内 外 の 関 係 機 関 を 招 聘 し て 開 催 す る ICREP-NTDs (International 

Collaborative Research Program for Tackling the NTDs）国際シンポジウムを企画

している。また、2015年10月にはロンドン大学熱帯医学校と提携しつつ、新たに長崎

大学・熱帯医学グローバルヘルス研究科（修士課程）を開設しており、2016年9月に

はロンドンにおいて長崎大学との共同会議を行う予定である。今後もロンドン大学と

の連携を継続して深めていく予定である。また、本事業で支援した若手研究者は、現

地での研究マネジメントも含め、研究推進の主力としての活躍が期待されるし、実力

を評価され他大学医学部のテニュア教育研究職を得た若手研究者に関しては。今後の

連携を強化する新しいコアとしての活躍が期待される。 
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③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について  

本事業で支援した若手研究者はいずれも将来性に富む人材である。寄生虫学を専門

とする若手研究者（派遣者①）は英語・スワヒリ語に加えて、ヴィクトリア湖湖畔で

話されるルオー語を理解し、派遣先機関と連携しつつ現地コミュニティとの良好な関

係を構築するなど、その卓越したコミュニケーション能力に磨きがかかった。病害動

物を専門とする若手研究者（派遣者①）も、フィールドならびにフィールド活動に十

分に適応・習熟しており、現地の状況を見据えた上での研究計画を立案し遂行する能

力を発揮するなど、日本でも指折りのフィールド志向型熱帯感染症専門家として加速

し始めた。寄生虫学を専門とする若手研究者（派遣者①）は、その研究業績ならびに

将来性への期待から、2015年 日本熱帯医学会研究奨励賞を受賞した（2015年12月、

大阪）。免疫遺伝学を専門とする若手研究者（派遣者③）は、ナイロビの研究機器業

者、現地研究協力者と協同して、基本的な研究機器しかなかったヴィクトリア湖湖畔

のラボに、CO2ボンベを備えた高温高湿インキュベーター、ﾌﾛｰｻｲﾄﾒﾄﾘｰ、ELISA を設

置し、ヒト末梢血を用いた先端技術を活用した免疫学的解析を可能とし、研究を遂行

した。上述のように、選考時に本事業に適切な人材であると評価・派遣された3名は

いずれも潜在能力を開花させ、その将来性を証明した。  
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

主担当研究者  

A E濱 E

ハ マ

A A E野 E

ノ

A A E真 E

シ ン

A A E二郎 E

ジ ロ ウ

 

 

担当研究者  

A E皆川 E

ミナカワ

A A E昇 E

ノボル

 

A E平山 E

ヒラヤマ

A A E謙二 E

ケ ン ジ

 

A E一瀬 E

イチノセ

A A E休生 E

ヨ シ オ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計  4 名  

 

長崎大学  

 

 

長崎大学  

長崎大学  

長崎大学  

 

熱帯医学研究所  

 

 

熱帯医学研究所  

熱帯医学研究所  

熱帯医学研究所  

 

教授  

 

 

教授  

教授  

教授  

 

寄生虫学  

 

 

病害動物学  

免疫遺伝学  

生態疫学、細

菌学  

 

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名  相手側研究者氏名  
職名  

（身分）  
備考  

 

ケ ニ ア 共

和国  

 

英国  

 

 

米国  

 

 

ケニア中央医学研究所（ KEMRI, ESACIPAC）  

 

 

ロンドン大学熱帯医学校  （ London School of 

Hygiene and Tropical Medicine）  

 

ジョージア大学  (Schistosomiasis 

Consortium for Operational Research and 

Evaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計  3 機関  

 

Prof. Sammy Njenga 

 

Prof. Simon J. 

Brooker 

 

Prof. Daniel 

Colley 

 

主任研究

員  

 

教授  

 

 

教授  

 

長崎大学・客員

教授  

 

 

 

 

元 CDC所長  
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

選抜方針・基準 

熱帯医学研究所内外の若手研究者から応募者を募り、主担当研究者の濱野と担当研究者

の皆川・平山の３名でフィールド研究志向性の熱帯医学研究に従事する意思のある３名の

派遣研究者を下記の基準、方法にて選抜した。 

 

１． モチベーション： 

候補者は熱帯医学領域の研究のうちアフリカの疾病流行地域において将来も継続して

熱帯病の研究活動に従事する強い意思を有することが必要である。このため、上記 3

名の担当研究者がそれぞれ候補者をインタビューし、モチベーションを 4 段階で評価

した。 

 

２． コミュニケーションスキルおよび語学（英語）スキル： 

海外の研究者、および欧米などからアフリカへ研究に赴任している研究者・学生らと

活発に意見交換が可能なレベルであることが必要である。この能力を評価するため、

主担当研究者が候補者を筆記、口頭試験により下記の評価項目につき 4 段階で評価し

た。 

（評価項目） 

・ 基本的英会話における語彙の充足度 

・ 分かりやすい語彙の選択と明瞭な発音 

・ 聞き手に応じた話題・表現の選択 

・ 発言の中に明確な考えがあるか 

・ 考えを裏付ける事実や例で話を展開しているか 

・ 論理が自然な流れで説明できているか 

・ 会議や議論でリーダーシップが発揮できるか 

 

３． 研究に関する知識とスキル： 

寄生虫学と病害動物学に関する基礎的知識と手技をすでに習得していることが必要で

ある。寄生虫学研究者の候補にあっては、主担当研究者（濱野）が、寄生虫学一般に

関しての知識、診断技術、免疫学的研究手技、疫学的研究手技について口頭と実技試

験を行った。中間宿主である貝に関する研究者の候補にあっては担当研究者（皆川）

が、各種疾患媒介生物の生態学と分類学に関する知識、および貝の捕獲、分類、保存

に関する実技試験を実施して、それぞれ 4 段階評価を行った。 

 

選抜方法 

以上の選抜試験を数値化して、総合点を算出しこれを判断材料として最終的な候補者を

選抜し派遣若手研究者としてケニア国と英国へ派遣した。 
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（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

（若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

派遣先のケニア国ナイロビ市のケニア中央医学研究所 (KEMRI)には長崎大学ケニア拠点

があり、本プロジェクトの担当研究者でもある熱帯医学研究所教授・一瀬休生が事務職員

とともに常駐している。派遣された若手研究者が相手国機関の研究者である Prof. Njenga

等の下で調査研究を実施し、英国ロンドン大学や米国 CDC と共同研究を行うにあたり、技

術面に加えて、事務手続き等についても本学ケニア拠点による支援体制が整っており、実

際に医療支援をはじめとした必要サポートが適切な時期に得られた。また、フローサイト

メーターと ELISA システムをヴィクトリア湖湖畔の研究スペースへ搬送・設置するにあた

り必要なサポートを行い、ケニアのフィールド拠点において上記機器を用いた免疫学的解

析が実施できた。 

派遣者の安全確保 

派遣にあたっては、派遣前オリエンテーション等を行い、派遣者自身に海外派遣マニュ

アル熟読を促すとともに、緊急連絡網を配布した。また、派遣者の到着後には現地の習慣、

情報入手ルート、政情等について詳しい説明を行い、情報共有と互いの所在の周知徹底に

努めた。 

危機管理のバックアップ体制 

【平常時の体制】渡航者の把握と治安情報の収集・提供を行った。海外派遣については、

海外旅行傷害保険加入を義務付けた。 

【危機発生時の体制】危機発生時には組織的対応を行うこととし、危機発生のケースごと

の危機管理対応をあらかじめ定めた。 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

変更なし  
 

（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果  

2013-2015 年にかけて、子供たちの住血吸虫感染の大規模なフィールド調査を 2 回にわ

たり行い、時空間分布を解明した。さらに、ビタ地区に設定した５か所の定点において中

間宿主である貝の密度・住血吸虫感染率の解析に成功し、時系列変化をモニタする基盤の

構築に成功した。さらに感染に感受性を示す児童と抵抗性を示す児童の間で免疫応答に有

意な違いがあることが見出した。また、住血吸虫の感染をモニタリングする際、1) 従来か

らある多大な労力を要する Kato-Katz 法に替わる CCA 検出新規診断法の有用性を検証し、

さらには 2) Serpin や RP26 に対する抗体の検出が機能することを見出すなど研究能力も

磨かれた。 

本事業で支援した若手研究者はいずれも（主）研究担当者と連携し現地コミュニティや

派遣先機関を初めとした海外の研究者との国際ネットワークの構築に貢献するなど、彼ら

のコミュニケーション能力は非常に向上した。現地の状況を見据えた上での研究計画立案

・マネジメント能力も向上し、日本でも指折りのフィールド志向型熱帯感染症専門家とし

て加速し始めた。選考時に本事業に適切な人材であると評価・派遣された 3 名はいずれも

潜在能力を開花させ、将来的に主要な研究者としての活躍が見込まれる。寄生虫学を専門
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とする若手研究者（派遣者①）は、その研究業績ならびに将来性への期待から、2015 年 日

本熱帯医学会研究奨励賞を受賞（2015 年 12 月、大阪）するなど、キャリアアップを果た

し、テニュアの教育研究職を獲得した。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

【組織としての国際ネットーワークの強化向上】  

本プログラムを通して、KEMRI、英国ロンドン大学、リバプール大学熱帯医学校、米国

CDC やジョージア大学、ケニア国マセノ大学との連携を深めた。これらネットワークは、

住血吸虫症の世界的対策プログラムに資するにとどまらず、新興・再興感染症、顧みられ

ない熱帯病に対する知見を生み出す基盤として機能すると期待される。特に英国ロンドン

大学とは、大学間連携強化（熱帯医学グローバルヘルス研究科における単位交換、ダブル

・ディグリー・プログラムの立案）との相乗効果として、若手研究者が海外での研究に挑

戦・研鑽する機会を生み出し、また優秀な海外研究者をわが国に引き寄せる布石を打った。

（６頁目、３．今後の展望について②もご参照下さい）  

【若手研究者育成に向けた機関としての組織的な枠組み構築】  

 熱帯医学研究所においては、熱帯地域を中心とする海外での研究活動が必須であること

から、国際的に活躍できる若手研究者の育成は本研究所にとって死活問題である。したが

って同研究所教員が中核となって、大学院医歯薬学総合研究科・熱帯医学専攻（修士課程）

や博士課程教育リーディングプログラム「熱帯病・新興感染症制御グローバルリーダー育

成プログラム」を構築・運営し、「国際性を持つ熱帯医学の高度専門職業人の育成」「熱

帯に蔓延する感染症および国際的に脅威となる新興感染症について幅広い知識と技術、お

よびグローバルな俯瞰力を備え、教育研究の推進と疾病制御の実践においてリーダーシッ

プを発揮できる国際的人材の育成」に努めている。さらに、2015 年 10 月には上述の熱帯

医学専攻（修士課程）を包含・発展させた枠組みとして、新たに長崎大学・熱帯医学グロ

ーバルヘルス研究科（修士課程）を開設しており、本領域の若手研究者育成に向けて組織

的に精力的に取り組んでいる。若手研究者の国際会議への参加にも格段の配慮を行ってい

る。 

【海外での研究実績を重視するシステムの構築】 

地球規模課題の解決には国際連携が不可欠であり、海外での実績は以前にも増して重要

な評価ポイントとなった。ゆえに海外での研究活動経験および研究遂行能力は、若手研究

者の採用・採用後の評価においても重要なポイントとなる。海外とくに発展途上国での活

動は高く評価され、本事業も若手研究者のキャリア形成に大きく貢献した。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①：大学院生（博士課程）→ 客員研究員  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

寄生虫学：住血吸虫症に関する調査・研究 

ケニア国 KEMRI の ESACIPAC 部門と共同して、住血吸虫症が蔓延するフィールドにお

いて、住民や学童の住血吸虫症の感染状況やヒトの感染リスク因子に関する調査を行う。

糞便・尿における住血吸虫卵の定量的測定、血清の分離、血液・生化学的解析を行うと

共に、住民の家屋位置情報・社会経済情報を得る。また、英国ロンドン大学熱帯医学校

にて疫学データの統計解析や時空間解析を進める。 

 

（具体的な成果） 

2013 年度は、既に承認されていた研究プロポーサル SSC2084 の下で行った調査結果を

解析し、調査地域における住血吸虫症が人口密度の高い都市部に集積することを解明し

た。この知見は学術論文として国際誌に発表した（Nagi, S., Chadeka, E., Sunahara, T., 

Mutungi, F., Kalenda, Y., Kaneko, S., Ichinose, Y., Matsumoto, S., Njenga, S., 

Hashizume, M., Shimada, M., *Hamano, S.: Risk factors and spatial distribution of 

Schistosoma mansoni infection among primary school children in Mbita district, 

western Kenya. PLoS Negl. Trop. Dis. 2014; 8(7): e2991.)。さらに住血吸虫症の空

間分布から、その中間宿主である淡水巻き貝の調査を都市部に集約する示唆を得るに至

った。 

2014 年度は、KEMRI に新たに提出していた研究プロポーサル 「Spatial and temporal 

dynamics of Schistosoma mansoni and Plasmodium infections in areas around Lake 

Victoria Mbita sub-county, Kenya 」 が 承 認 さ れ た ( 承 認 番 号 : KEMRI/SERU/ 

ESACIPAC/003/3092)。上記研究プロポーザル SERU3092 ならびに既に承認されていた

SSC2084 に従って、住血吸虫症が蔓延するフィールドにおいて住血吸虫感染の空間分布

をモニタするために、2014 年と 2015 年に年続けてビタ県のすべての幼稚園を対象に寄

生虫感染率を含めた基礎的な調査を実施し、幸いケニア政府による MDA 介入施行（2016

年 2 月）前に、住血吸虫感染の空間分布データを得ることが出来た。 

最新の調査結果の詳細は以下の通りである。ビタ地域の全幼稚園 76 校中 68 校から無

作為に抽出した幼稚園児 1,413 人（2-6 歳）を対象に、寄生虫感染率を含めた基礎的な

調査を実施した。 

i) Kato-Katz 法によるマンソン住血吸虫の陽性率は 52.6%であった。 

ii) 土壌媒介蠕虫は、回虫 1.1％）、鉤虫 0.6％、鞭虫 1.9％と低い値を示した。 

iii) 簡易診断テスト（RDT）による熱帯熱マラリア原虫の陽性率は 23.0%であった。 

iv) 感染している幼稚園児には、現地の有資格者による治療が実施された。本研究で

は、英国ロンドン熱帯医学校の Prof. Simon のグループとマセノ大学の修士学生

により、新規集卵法の一つである Mini-FLOTAC 法が導入された。今後は解析した

データの解釈を一緒に進める予定である。 

幼稚園児の住血吸虫感染に関する基礎情報を共同研究者である KEMRI の Njenga 博士を

通してケニア政府に提供した。その結果、未就学児童も MDA の対象となり、2016 年 2 月

に MDA が実施された。 
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その研究業績ならびに将来性への期待から、 2015 年 日本熱帯医学会研究奨励賞が授

賞された（2015 年 12 月、大阪）。また、フィラデルフィアで開催された American Society 

of Tropical Medicine and Hygiene の大会において、１）学童と同様に高い未就学児の

住血吸虫感染率、ならびに ２）疾病集積の空間分布を発表した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

ケニア国・ナイロビ、中央医学研究所  

Prof. Njenga Sammy 

 

42 日  

 

113 日  

 

109 日  

    

264 日  

英国・ロンドン、ロンドン大学熱帯医学校  

Prof. Simon J. Brooker 

 

5 日  

 

34 日  

 

0 日  

    

39 日  

英国・ロンドン、 Royal Society of Tropical 

Medicine and Hygiene BIENNIAL MEASURING 

PROGRESS 25th-27th September 2014 

 

0 日  

 

3 日  

 

0 日  

    

3 日  

 

派遣者②：助教  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

病害動物学：住血吸虫症の中間宿主貝に関する調査・研究 

ケニア国において現地協力者とともに中間宿主貝の分布と感染率の調査を行う。フィ

ールド拠点で採集された貝を同定すると共に、GPS を用いて地理情報を入力し、貝の分

布と感染率に寄与する環境要因を探る。また、水の成分分析から貝の密度を推計する新

規方法を開発すると共に、淡水中におけるセルカリアの検出を通して水系感染のリスク

を評価する。また、英国ロンドン大学熱帯医学校では、中間宿主や水系感染リスクのデ

ータを時空間的に解析し、ヒトの感染や MDA による介入との相関を調べ、それらを最も

よく説明できる数理モデルの構築を目指す。 

 

（具体的な成果） 

2013 年度は、派遣者②、皆川、濱野が住血吸虫の中間宿主貝に造詣の深い Prof. Ofulla

（マセノ大学の）と協同して作成・提出していた貝や水環境の調査に向けてのリサーチ

プロポーサルがヴィクトリア湖湖畔に位置するマセノ大学で承認された (プロポーザル

番号: MSU/DEPC/MUERC/000056/14)。 

2014 年度は、住血吸虫症の最大のリスク要因である中間宿主貝からの DNA の抽出法

や LAMP-PCR 法による感染の検出について検討し、また中間宿主である貝 (Biomphalaria 
sp.)の系統解析を行った。この結果、貝を乾燥させて DNA を抽出することにより、安価

に大量の貝から DNA を抽出できることが判明した。また LAMP 法を用いた結果、高度

浸淫地でパイロット的に採集された貝の約 30％にマンソン住血吸虫が感染していること

などがわかった。また、貝の系統解析の結果から、少なくとも 3 系統の Biomphalaria sp. 
が中間宿主となっていることが示唆された。  

また、ヴィクトリア湖における貝の移動（特に感染貝の移動）の可能性を評価するた

め、湖面を浮遊するホテイアオイに付着する貝の調査・採集を行った。採集結果から、

ホテイアオイのサイズと貝の付着密度の関係、貝の付着位置などについてまとめ、2015

年に Liverpool で開催された British Society for Parasitology の大会で発表した。ま
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た、英国において貝に詳しいロンドン自然史博物館の Dr. Rollinson やリバプール熱帯

医学校の Prof. Stothard との連携を強化した。その後、リバプール熱帯医学校の Prof. 

Stothard に、形態および分子的手法（RFLP）による貝の種同定法を師事し、現在も本サ

ンプルを用いた国際共同研究を進めている。 

2014 年度以降、マンソン住血吸虫の中間宿主である Biomphalaria sp.の生息数及びマ

ンソン住血吸虫感染率の時系列変化を明らかにするため、ビタ地区の５か所（ルシンガ

島の３地点 RA2、RA4、RB2 と MBITA 側の２地点 GA1、GA3）に定点を設定し、２週間ごと

に貝の採集を行った。１定点につき、100 個の貝を収集し、100 個の貝の収集に必要とさ

れたスクープ数を記録した。採集後、貝からのセルカリアの遊出試験を行うと共に、乾

燥後 写真を撮影し感想サンプルを保存した。これらのサンプルから、グアニジン法を用

いて DNA を抽出し、抽出した DNA について LAMP 法を用いてマンソン住血吸虫の検出を試

み、住血吸虫の感染率を調べた。 

 これまでのデータによると、サイトによって異なる貝の密度変化が観察されたものの、

全サイトに共通する傾向は認められなかった。RA2、RA4 では 2.13 個および 1.86 個／ス

クープと年間を通して貝の密度が低かった。一方、GA1、GA3、RB2 では 2015 年 6−8 月に

貝の密度が増加し、これら３サイトでは年間平均密度も 6.43 個、9.74 個、7.53 個と高

かった。さらに、2015 年の 11-12 月に収集したサンプルのマンソン住血吸虫感染率を解

析したところ、ルシンガ島の３地点 RA2、RA4、RB2 の感染率は 9.4％、12.5％、18.8％

であった。一方、MBITA 側の２地点 GA1 と GA3 の感染率は各々71.9％、34.4％を示し、

GA1 の感染率が非常に高いことが判明した。これらのことから、キスム湾側で貝の密度

が高く、さらにマンソン住血吸虫の感染率も高いことが示唆された。感染率及び生息密

度の継時的変化を、引き続き調査・解析中である。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

ケニア国・ナイロビ、中央医学研究所  

Prof. Njenga Sammy 

 

95 日  

 

116 日  

 

106 日  

    

317 日  

英国・ロンドン、ロンドン大学熱帯医学

校、 Prof. Simon J. Brooker 

 

8 日  

 

0 日  

 

0 日  

    

8 日  

英国・リバプール、リバプール大学熱帯

医学校、 Prof. J. Russell Stothard 

 

0 日  

 

0 日  

 

15 日  

    

15 日  

英国・リバプール、British Society For 

Parasitology Spring Meeting 2015, 

Liverpool 

 

0 日  

 

0 日  

 

3 日  

    

3 日  

 

派遣者③：客員研究員  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

免疫遺伝学: 住血吸虫症の病態解明 

KEMRI の ESACIPAC 部 門 の 現 地 ス タ ッ フ と 共 同 し て 、 ビ タ 県 の Mass Drug 

Administration（MDA）の対象となる学童・住民のうち、虫卵陽性者をリストアップし、

細胞画分、虫体・虫卵抗原、PHA、陰性対照反応性の細胞増殖・サイトカイン産生をﾌﾛｰ

ｻｲﾄﾒﾄﾘｰ、ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｯｸｽを用いて測定する。また、従来の Kato-Katz 法に替わる新規診断法
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の評価を行う。また、英国ロンドン大学熱帯医学校では、MDA 後の再感染状況を統計解

析し、再感染感受性と免疫応答や宿主ゲノムとの相関を調べ、ヒトの免疫応答や遺伝形

質が、疾病の伝搬ならびに感染感受性や抵抗性に果たす役割を解明する。 

 

（具体的な成果） 

2013年度は長崎大学に設置していたﾌﾛｰｻｲﾄﾒｰﾀｰをヴィクトリア湖湖畔の研究スペース

へ搬送・設置し、2015 年度には ELISA システムを導入して、ヴィクトリア湖湖畔のフィ

ールド拠点において免疫学的解析を中心に据えた学童の調査を開始した。 

ケニアのビタ県で 4-15 歳の 160 人の児童に協力頂き、既に承認されていた SSC2084

に従って、住血吸虫症に罹患している児童に関する生化学・免疫遺伝学的解析を行った。

まず Kato-Katz 法と濾過法による住血吸虫の調査を行い、Kato-Katz 法で陰性を示した

学童に対して circulating cathodic antigen 検出キットを用いて再検査を行った。 

基礎調査で 60% にあたる 95 人が住血吸虫卵陽性、20% にあたる 33 人が虫卵陰性であ

るも同虫抗原陽性だった。13% にあたる 21 人は虫卵・抗原共に陰性を示した。7% にあ

たる 11 名からは糞便を得られなかった。住血吸虫の虫卵もしくは抗原で陽性を示した児

童に対しては、プラジカンテルを用いた治療が現地の有資格者によって施された。治療

3 ヶ月後、20%の子供で糞便中に虫卵が認められたが、53% の子供では虫卵が認められな

かった。住血吸虫の虫卵・抗原共に陰性のまま経過した子供たちが  8% いた。18% から

は糞便を得られなかった。 

これら 160 名の学童に関し、末梢血細胞画分の解明、虫体・虫卵抗原・PMA/Ca ionophore 

に反応性の細胞増殖・サイトカイン産生のﾌﾛｰｻｲﾄﾒｰﾀｰを用いた免疫学的な研究を行った。

住血吸虫感染に抵抗性を示す子供たちは、感受性を示す子供たちに比べて、可溶性住血

吸虫成虫抗原に対する血漿中 IgG1 が有意に高値を示し(absorbance of 450nm: 0.271 vs 

0.135, p < 0.05)、また可溶性住血吸虫成虫抗原で刺激した末梢血単核球による IFN-γ

と IL-13 産生が有意に高かった(各々 793.o vs 15.6 pg/ml; 272.0 vs 68.0 pg/ml、p < 

0.05)。一方、両群による IL-10 産生には有意差がなかった。さらにポリクローナル刺

激に対して IFN-γを産生する CD4 陽性 T 細胞、および CD4・CD8 両陰性 T cell 細胞の

割合が高値を示した (各々 2.2% vs 1.2 %; 0.76% vs 0.34%、p < 0.05)。IL-13 を産生

する CD4 陽性 T 細胞の割合には両群で有意差を認めなかった(1.58% vs 1.78%)。 

現在、得られたデータをさらに解析している段階である。また、英国ロンドン大学熱

帯医学校では、Prof. Simon に加えて、遺伝疫学を専門とする Dr. Clark との連携を強

化した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

ケニア国・ナイロビ、中央医学研究所  

Prof. Njenga Sammy 

 

70 日  

 

101 日  

 

122 日  

    

293 日  

英国・ロンドン、ロンドン大学熱帯医学

校  

Prof. Simon J. Brooker 

 

8 日  

 

0 日  

 

0 日  

    

8 日  
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

【住血吸虫症に関するフィールド調査・研究、計２名】 

ケニア国 KEMRI の The Eastern and Southern Africa Centre of International Parasite 

Control (ESACIPAC) 部門と共同して、西ケニア（ヴィクトリア湖湖畔）において、現地協

力者とともに住血吸虫症の感染状況をモニタした。１名はプラジカンテルを用いた集団薬

物投与（MDA）前の感染状況の評価、感染リスク要因の評価を行った。他１名は血清の分離、

生化学・免疫遺伝学的解析、新規診断用抗原の評価準備を、西ケニアのフィールド拠点も

しくは KEMRI 内にある長崎大学ケニア拠点の機器を用いて実施した。両名とも、英国にお

いて国際共同研究基盤を整え、ケニア国で得られたデータの疫学・統計解析もしくはゲノ

ム解析を進めた。 

 

【中間宿主貝にするフィールド調査・研究、１名】 

若手研究員１名を毎年数ヶ月、上記、住血吸虫研究の若手研究者と同様にケニア国の同

地域へ派遣し、現地協力者とともに中間宿主貝の採集・疫学調査を行い、中間宿主貝の時

空間分布・密度・感染状況の推移を解明し、また MDA が感染の水系伝搬リスクに与える影

響を評価する基盤の構築を行った。その際、GPS を用いて地理情報を得ると共に、貝の同

定を行い、貝の住血吸虫幼虫による感染率を明らかにした。また、英国においては中間宿

主の国際共同研究基盤を整え、中間宿主貝の時空間的分布・密度・感染状況と各種疫学デ

ータをもとにヒトへの水系感染リスクを評価する基盤を構築した。 

 

（２）成果の概要 

本症が蔓延しているケニア国では、ようやく 2016 年 2 月に「児童」を対象とした MDA が

行われた。またキスム湾の水系環境の悪化を改善する目的でキスム湾入り口に造成されて

いる埋立道路を撤去し橋を建設する工事が着工された。これら人工的な介入の前に、2014

年から 2015 年にかけて 2 年続けて子供たちの住血吸虫感染の時空間的な把握を完了した。

さらに、ビタ地区に設定した５か所の定点において中間宿主である貝の密度・住血吸虫感

染率の解析に成功し、時系列的な変化をモニタする基盤構築に成功した。さらに感染に感

受性を示す児童と抵抗性を示す児童の間で免疫応答に有意な違いがあることが見出され

た。また、住血吸虫の感染をモニタリングする際、 1) 従来からある多大な労力を要する

Kato-Katz 法に替わるＣＣＡ検出新規診断法の有用性を検証し、 2) さらには  Serpin や

RP26 に対する抗体の検出が機能することを見出した。 

 

本国際共同研究では、KEMRI、英国ロンドン大学熱帯医学校、米国 CDC（およびそのキス

ム拠点）やジョージア大学、長崎大学ケニア拠点との連携を深め、住血吸虫症の世界的な

対策プログラムに資する知見を生み出す基盤を構築できた。また、若手研究者が挑戦・研

鑽する機会を生み出し、特に英国ロンドン大学との大学間の連携強化との相乗効果で、優

秀な海外研究者をわが国に引き寄せることに布石が打たれた。 
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（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

4 3 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①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 

 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入して

ください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者に

ついては  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付してください。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外

の国際共著論文については番号の前に「○」印を付してください。  

・当該論文の被引用状況について特筆すべき状況があれば付記して下さい。  

○
１ 

Nzou ,S.M., Fujii, Y., Miura, M., Mwau, M., Mwangi, A.W., Itoh, M., Salam, M.A., 
Hamano, S., Hirayama, K., ※ Kaneko, S.: Development of multiplex serological 
assay for the detection of human African trypanosomiasis. Parasitol Int. 2016; 
65(2): 121-127.（査読有） 

◎
２ 

Tanigawa, C., Fujii, Y., Miura, M., Nzou, S.M., Mwangi, A.W., Nagi, S., Hamano, 
S., Njenga, S.M., Mbanefo, E.C., Hirayama, K., Mwau, M., ※ Kaneko, S.: 
Species-specific serological detection for schistosomiasis by serine protease 
inhibitor (SERPIN) in multiplex assay. PLoS Negl. Trop. Dis. 2015; 9(8): e4021. 
（査読有） 

３ Kalenda, Y.D., Kato, K., Goto, Y., Fujii, Y., ※ Hamano, S.: Tandem repeat 
recombinant proteins as potential antigens for the sero-diagnosis of Schistosoma 
mansoni infection. Parasitol. Int. 2015; 64(6): 503-512. （査読有） 

○
４ 

Sakisaka, K., Chadeka, E.A., Nagi, S., Mwandembo, D.S., ※Jimba, M.: Introduction 
of a community water supply in rural western Kenya: impact on community wellbeing 
and child health. Int. Health. 2015; 7(3): 204-11. （査読有） 

◎
５ 

Nagi, S., Chadeka, E., Sunahara, T., Mutungi, F., Kalenda, Y., Kaneko, S., 
Ichinose, Y., Matsumoto, S., Njenga, S., Hashizume, M., Shimada, M., ※Hamano, 
S.: Risk factors and spatial distribution of Schistosoma mansoni infection among 
primary school children in Mbita district, western Kenya. PLoS Negl. Trop. Dis. 
2014; 8(7): e2991. （査読有） 

◎ 
６ 

Fujii, S., Kaneko, S., Nzou, S.M., Mwau, M., Njenga, S.M., Tanigawa, C., Kimotho, 
J., Mwangi, A.W., Kiche, I., Matsumoto, S., Niki, M., Osada-Oka, M., Ichinose, 
Y., Inoue, M., Itoh, M., Tachibana, H., Ishii, K., Tsuboi, T., Yoshida, L.M., 
Mondal, D., Haque, R., Hamano, S., Changoma, M., Hoshi, T., Kamo, K., Karama, M., 
Miura, M., ※ Hirayama, K.: Serological surveillance development for tropical 
infectious diseases using simultaneous microsphere-based multiplex assays and 
finite mixture models. PLoS Negl. Trop. Dis. 2014; 8(7): e3040. （査読有） 

７ Miyake, K., Adachi, K., Watanabe, M., Sasatomi, Y., Abe, Y., Ito, K., Kalenda 
D.J.Y., Saito, T., ※ Nakashima, H., ※ Hamano, S.: Parasites alter the 
pathological phenotype of lupus nephritis. Autoimmunity 2014; 24:1-10. （査読
有） 

８ Adachi, K., Nakamura, R., Osada, Y., Senba, M., Tamada, K., ※ Hamano, S.: 
Involvement of IL-18 in the expansion of unique hepatic T cells with unconventional 
cytokine profiles during Schistosoma mansoni infection. PLoS One 2014; 9(5): 
e96042. doi: 10.1371/journal.pone.0096042. （査読有） 

９ 森保妙子・中村梨沙・※濱野真二郎: 「グローバル感染症最前線  ～NTDs の先へ」感
染症の現状  ～３大感染症から新興･再興感染症、 NTDs、医学の歩み、 2016; 258(3): 
252-257. （査読無） 
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②学会等における発表 

 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・発表者名は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。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究

者には二重下線、担当研究者については  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付して

ください。  

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、

それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

◎
１ 

Risk factors and spatial distribution of Schistosoma mansoni infection among 
primary schoolchildren in Mbita, western Kenya, ※凪幸世、 Evans Chadeka, 砂
原俊彦、Faith Mutungi, Yombo K. Dan Justin, 金子聰、一瀬休生, 松本壮吉, Sammy 
M Njenga, 橋爪真弘, 嶋田雅暁, 濱野真二郎, 第 56 回日本熱帯医学会, 大阪大学（大
阪府）, 口頭発表, 審査有, 2015 年 12 月 4-6 日 

◎
２ 

Spatial distribution of Schistosoma mansoni and Plasmodium falciparum 
infections among young children residing around Lake Victoria in Mbita, western 
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