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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１７年度 実施報告書 

 
 
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/~protpzoa/aanet                          
 
３．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１７年 ９月 １日 ～ 平成１８年 ３月 ３１日 
 
４．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
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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。 

 
５．実施組織 
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・教授・藤崎幸蔵 
 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 
 
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）Kenya Trypanosomiasis Research Institute  

（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・Professor, Campus Head・

Mbati Peter 
協力機関：（英文）Onderstepoort Veterinary Institute 

（和文）オンデステポート獣医学研究所 
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（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

６．平成１７年度の研究交流実績の概要 
６－１ 研究者交流 

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。 
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 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。 

「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」については北大と原虫病セ

ンターで解析を進めている T. oreintalis 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。 
「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。 

 
６－２ 共同研究 

「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（Loop-mediated isothermal 

amplification）の開発を原虫病研究センターを中心に行った。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。若手研究者交流をも目的としてインド、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 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。詳細は平成 17 年度第４四半期報告に添付したが、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上げる必要があり、継続して分担研究を行うこととし

た。 
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６－３ セミナー 

平成１８年度に開催予定である（12 月頃を予定、ナイロビ）。平成 17 年度においてはそ

の準備のため、国際家畜研究所ならびにケニアトリパノソーマ研究所を訪問し、打ち合わ

せを行った。また別途予算（科学研究費補助金基盤（B）；研究代表井上昇）によりタンザ

ニア、ウガンダの関連研究機関を訪問し、セミナー開催情報を伝え、参加者推薦、内容に

ついての要望聴取を行った。 
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７．平成１７年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

本年度事業の実施により従来の研究協力体制をさらに強化できた。具体的事例は以下

のとおりである。 

１）中国 

蘭州獣医学研究所：現在 2国間共同研究を実施しているが、牛、羊におけるダニ媒

介性疾病について新たなテーマ、具体的には牛の Theileria annulata の比較ゲノム

解析、羊のバベシア感染症の分子疫学調査について研究を進める合意ができた。同研

究所助手を国費留学生として受け入れ予定であり、牛の Theileria annulata の比較

ゲノム解析の研究に当たらせる計画である。 

中山大学：北海道大学人獣共通感染症リサーチセンターに博士課程修了予定者をポ

スドクとして１名受け入れ予定であり、Trypanosoma 病原性にかかわる因子の解析に

当たらせる。さらに、Trypanosoma evansi に関する共同研究を帯広畜産大学と実施

することで合意が成立した。 

２）インド  

ハリヤーナ大学 Dr. Naresh Kumar を客員研究員（インド政府負担）として帯広畜

産大学に約 6ヶ月間受け入れる予定であり、サイトカイン投与の原虫感染症に対する

効果についての共同研究を実施する。 

３）南アフリカ 

スリーステート大学：2国間共同研究事業にダニ媒介性原虫に関する共同研究を提

案した。 

４）ケニアならびに周辺東アフリカ諸国 

ケニアで開催された東アフリカトリパノソーマ研究ネットワークのワークショッ

プに参加し、トリパノソーマ感染症の LAMP による診断法について発表した。この機

会を通じて、ネットワーク傘下の東アフリカ 4カ国（ケニア、ウガンダ、タンザニア、

スーダン）からの研究者との交流を広げることができた。その後 18 年 3 月にはウガ

ンダ、タンザニアの研究機関を井上助教授らが訪問し、本事業への協力、共同研究参

画への意向を打診し、積極的な反応を得ることができた。 

 

７－２ 学術面の成果 

いくつかの原虫病に対して新しい診断法の開発の目処が立った。今後改良を加えて各国

での診断技術の高度化に応用する。感染実態把握により有効な対策を立てることが可能と

なろう。 
羊バベシア種に対して特異的プライマーを設計でき、LAMP により診断が可能であるこ

とを確認した。本法は中国でも直ちに応用可能であることから、野外試料を用いてその有
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効性を検証する計画である。トリパノソーマ感染症については T. brucei gambiense特異的
な LAMP法を確立でき、人の感染症の拡大が問題となっているウガンダ等でも利用できる
系として今後の分子疫学調査へ利用する。 
「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」については北大が中心とな

って進めている T. oreintalis ゲノム完全解析プロジェクトが終盤に差し掛かり、18 年度

中には完了予定である。並行して本事業においても他の病原性タイレリアとの比較ゲノム

を行い、先行している T. parvaゲノムとの比較解析については、国際家畜研究所と共同研
究を進める必要がある。 
「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」については TGFβの原虫感染症に対する治療効果の確認、インターフェロン経口投与効

果の DNA マイクロアレイ解析を行い、18 年度中に国際学会、学会誌等で発表予定である。

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、高感度な抗体検出系として利用できることを確認した。それぞれ共同研究

として拠点・協力機関の間で実施できるか協議を開始している。 

 
７－３ 若手研究者養成 

中国（1名）、南アフリカ（2名）の若手研究者、インドからは中堅研究者１名を招聘

し、共同研究の実施に当たらせた。彼らは国外での研究経験はなかったが、最大 8週間

という短期間ではあったものの、日本国内で実際の原虫診断法の開発に従事することで

研究スキルを十分高めることができ、それぞれ成果を挙げて帰国した。今後この事業を

通じて得た技術を応用して各国の原虫感染症の分子疫学調査を行うことが可能となっ

た。原虫病研究センターの若手研究者、大学院生などとも接触、研究情報交換を行う機

会を与えることができ、日本における原虫感染症研究の一端に触れさせることができた。

また技術講習には井上助教授の指導の下で大学院生（岐阜連合大学院）2名を指導補助

に当たらせることにより、彼らの研究意識向上にも役立てることができた。 

日本からは原虫媒介節足動物の研究を行っている大学院生をケニアに派遣し、原虫感

染症の現状に触れさせることができた。 

 

７－４ 社会貢献 

トリパノソーマ感染症の LAMP 診断法については、単に研究室レベルでの研究のみならず、

家畜、人での感染症の診断法として普及できる道筋がついた。特に、この方法はアフリカ

諸国などの研究機器の不備な施設でも実施可能であることから、世界保健機構の熱帯感染

症プロジェクト担当者も注目しており、将来的に技術セミナーなどへのバックアップを得

ることが可能となった。 
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７－５ 今後の課題・問題点 

 今回アフリカの研究拠点としてケニア３機関を選定したが、ウガンダ、タンザニア、ス

ーダン、ザンビアなど東・南部アフリカ諸国の研究者からも LAMPによる診断法について
の技術を習得したいとの意見が強く出されている。このため、次年度のケニアで開催予定

のワークショップにはケニア近隣諸国からの参加者も集めて、より広い範囲に診断技術を

普及させる必要性を感じた。また既に各種細菌、ウイルス、寄生虫などについても診断法

が開発されていることから、アフリカ諸国で特に問題となっている人・家畜の感染症をテ

ーマとして取り上げる必要性もある。 
 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

Thekisoe, O. M. M., Inoue, N., Kuboki, N., Tuntasuvan, D., Bunnoy, W., 
Borisutsuwan, S., Igarashi, I. and Sugimoto, C. (2005) Evaluation of 
loop-mediated isothermal amplification (LAMP), PCR and parasitological 
tests for detection of Trypanosoma evansi in experimentally infected pigs. 
Veterinary Parasitology 130 (3-4): 327-330. 
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８．平成１７年度における総交流人数・人日数 
（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 

実施計画 0/ 0 3/30    3/30 日本 

実績 0/ 0 3/41    3/41 

実施計画 3/60    3/60 ケニア 

実績 0/ 0 

 

   0/ 0 

実施計画 2/10    2/10 南アフリカ 

実績 3/92  

 

  3/92 

実施計画 3/60    3/60 中国 

実績 3/70   

 

 3/70 

実施計画 3/60    3/60 インド 

実績 1/50    

 

1/50 

実施計画 11/190 3/30    合計 

実績 7/212 3/41    

 

 

 

 


