
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
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感染症研究所 
（中国    ）拠点機関： 四川省寄生虫病研究所 
（タイ    ）拠点機関： マヒドン大学熱帯医学部  
（モンゴル  ）拠点機関： モンゴル国立感染症研究所 
（カメルーン ）拠点機関： カメルーン国立医学研究教育研究所 

 
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              

                   （交流分野：寄生虫学、熱帯医学     ）  
（英文）： Establishment of collaboration research center for parasitic zoonoses in Asia 
and Africa                                   
                   （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 
 
３．開始年度 
平成 18 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：鳥取大学、国立感染症研究所 
 事務組織：旭川医科大学総務部・総務課・課長・小山 幸弘 
             産学連携係長・長谷川 幸江 
             寄生虫学講座事務員・酒井 まゆみ 
 
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）Communicable Disease Control & Environmental Health, Ministry of 

Health, Indonesia(CDC&EH) 
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      （和文）インドネシア厚生省感染症研究所 
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）CDC&EH, Director of Arbovirus Section, 

Dr. T. Wandra 
 協力機関：（英文）University of Indonesia , University of Udayana 

（和文）インドネシア大学、ウダヤナ大学 
（２） 国 （地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Sichuan Institute of Parasitic Diseases (SIPD) 

      （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）SIPD, Deputy Director, Dr. N. Xiao 
 協力機関：（英文）Xinjiang Medical University  Qinghai Province Institute for 

Endemic Disease Control 
      （和文）新疆医科大学 青海省地方病研究所 
（３） 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, Deputy 

Dean, Dr. J. Waikagul 
 協力機関：（英文）University of Chengmai 
      （和文）チェンマイ大学 
（４） 国 （地域）名：モンゴル 
拠点機関：（英文）National Center for Communicable Diseases(NCCD) 

      （和文）モンゴル国立感染症研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）National Center for Communicable 

Diseases, Laboratory Head, Dr. A. Davaajev 
 協力機関：（英文）Mongolian University of Health Science 
      （和文）モンゴル国立健康科学大学 
（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教育研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Institute of Medical Research and Study 

of  Medical Plants, Director, Dr. R. Moyou-Somo 
 協力機関：（英文） 
      （和文） 
５．全期間を通じた研究交流目標 
本研究交流を通しての目標は、平成 15 年度文科省科学技術振興調整費「わが国の国

際リーダーシップ確保プログラム、アジアにおける難治性寄生虫病流行把握戦略」事業

において展開されたアジア・太平洋地域におけるテニア症、脳嚢虫症、エキノコックス
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症に関する国際ネットワーク構築に向けた３つの活動目標（①世界 先端の研究技術開

発、②流行国の研究機関、研究者への共同研究を通しての技術移転、③アジア・太平洋

地域における流行対策に向けた国際会議開催）の継続的展開として本事業を位置づけ、

これまで研究交流を展開している国（インドネシア、中国）ならびに今後研究交流を推

進したい国（タイ、モンゴル、カメルーン）と継続的研究交流ならびに新規研究交流活

動を展開することである。ちなみに、脳嚢虫症とエキノコックス症は現在世界規模で流

行が拡大し、 も致死率の高い寄生虫病とみなされており、発展途上国における大きな

社会問題になっている寄生虫病である。 

テニア症、脳嚢虫症ならびにエキノコックス症の研究で、世界で も病態の多様性と

遺伝子多型の存在が強く示唆され、現在 も大きな関心が寄せられている地域がアジア

である。日本がアジアにおけるリーダーシップを確保し、強化するという視点からも、

また研究上の重要性からも、研究交流の基軸はアジアである。アジアにおいて流行して

いるこれらの寄生虫疾患に関するアジアにおける研究拠点形成なしにアフリカで研究

交流成果を上げることは困難であると判断している。アジアからアフリカへの研究活動

の展開を基軸とするアジア・アフリカ諸国と研究協力体制をさらに強化し、3年後には

アジア・アフリカ地域における研究拠点にさらに発展させることを念頭においている。

同時に国連機関である WHO, FAO のアジア・アフリカ地域における人畜共通寄生虫病

対策協力研究機関に指定していただくべく継続的活動を展開することである。 

学術セミナー（国際会議の分科会あるいは日本国内学会における分科会としてセミナー

を開催）ならびに交流国において深刻な人畜共通寄生虫病対策研究に向けた共同研究、

共同研究展開に必要な技術供与、技術移転を中心とする継続的活動の推進を基本交流目

標とする。 

６．平成２０年度研究交流目標 
①テニア症、脳嚢虫症に関する免疫、遺伝子診断法の研究で旭川医科大学寄生虫学講座は

世界トップの実績を有している。本年度の技術開発では流行の現場で応用できる遺伝子診

断法の開発、免疫診断法に関しては診断抗原を高い収率で産生させる技術革新が求められ

ている。②の共同研究、技術移転に関しては昨年同様、インドネシア、タイ、中国、モン

ゴルの拠点研究機関ならびに協力研究機関と共同研究を展開する。共同研究を進展させる

のに必要な技術移転セミナーを平成 21 年 1 月に計画し、各国から若手研究者を一人招聘す

る。③に関しては、9 月末から 10 月はじめに韓国、チェジュ島で開催される第 17 回国際

熱帯医学・マラリア会議の主要シンポジウムとして JSPS-AASP「人獣共通条虫症」シンポ

ジウムを主催し、アジア・アフリカ学術基盤形成事業を紹介する。相手国であるタイ、イ

ンドネシア、中国から参加していただく。モンゴルに関しては英語での発表が不可能なこ

とから参加を要請しない。このシンポジウムの総括を 10 月にタイで開催される 2008 年熱

帯医学合同会議で報告する。その他の活動として、中国、モンゴルでの協力研究機関、カ

メルーンの拠点研究機関との学術交流調印に向けた活動を展開する。 
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７．平成２０年度研究交流成果 
（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 

１) インドネシア：厚生省感染症研究所、Dr. Toni Wandra は 2007 年 3 月に博士（医学）

を旭川医科大学から取得した。2008 年度の研究協力に関しても研究所所長

Dr.N.Kandun と協力体制を維持、発展させることで合意した。協力機関であるウダ

ヤナ大学とは 2008 年 4 月に大学間の学術協定を調印した。2008 年度 JST-JICA 地球

規模課題対応国際科学技術協力事業「感染症 開発途上国のニーズを踏まえた感染

症対策研究」に「嚢虫症他の寄生虫病対策、診断センター構築」案件をインドネシ

ア厚生省感染症研究所と共同申請した。申請 22 案件から本件を含む 8 案件が 2次審

査に進んだが、採択された 2 案件には入らなかった。ウダヤナ大学との研究者交流

事業の１つとして、2009 年にデンパサール（バリ）で開催される「インドネシアに

おける脳疾患」シンポジウムの主要テーマの一つとして嚢虫症が取り上げられるこ

とになり、本事業の代表者、伊藤亮、インドネシアの Dr. Toni Wandra、ウダヤナ大

学脳神経科教授 Dr. Sudewi が講演することになった。これまでインドネシアで実施

してきている寄生虫疾患疫学調査にインドネシア厚生省感染症研究所以外に、イン

ドネシア大学、ウダヤナ大学、北スマトラ大学が参加しており、インドネシア国内

でのネットワーク構築にも役立ってきている。 

２) 中国：四川省寄生虫病研究所とはすでに研究協力に関する覚書を取り交わしている

が、新疆医科大学とも大学間学術協定締結に向けた交渉を開始した。2009 年度には

締結する計画である。四川省を中心に、中国内陸地域で蔓延している嚢虫症対策研

究に向けた共同研究を実施し、日本学術振興会による日中医学交流事業（共同研究）

に「中国西南地域の少数民族居住地域で流行している嚢虫症、テニア症に関する分

子疫学研究」（日本側代表、中尾 稔旭川医科大学准教授）を四川省寄生虫病研究所

と共同申請することになった。 

３) タイ：マヒドン大学とは 2008 年 3 月に学術交流協定を調印した。2009 年度からの

「アジア・アフリカ学術基盤形成事業（II）の申請についても話し合い、申請が採

択される場合にはバンコックで 2009 年 12 月に開催される第 6回食品媒介人獣共通

寄生虫病国際セミナーの主要シンポジウムとして本事業が主催する考えで基本合意

した。2008 年にカンチャナブリ地方で実施した合同調査から得られたサンプルの解

析と技術移転を目的とし、マヒドン大学の若手研究者を招聘した。 

４) モンゴル：国立感染症研究所所長とはすでに研究協力に関する覚書を取り交わして

いるが、協力機関であるモンゴル国立健康科学大学とも学術交流協定調印に向けた

交渉を開始した。2009 年度に締結する計画である。上記１）の JST-JICA 事業案件

が、インドネシア国からの要請の緊急度が高くないという指摘があり、緊急性が高

い急性感染症が蔓延しているインドネシア国における要請の緊急度が高くなること
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は望めないため、国としての要請度が高くなると期待される「モンゴルにおけるエ

キノコックス症対策」事業の申請に切り替えた。モンゴルからの共同申請が間に合

わなかったため、2010 年度案件への申請を目指すこととなった。モンゴル国内での

臨床、基礎、疫学、獣医学その他の関係者間のネットワーク構築を提言し、関係者

が一堂に集まる会議を 2009 年に計画した。 

モンゴルとの交渉は 5 月、タイ、インドネシア、中国との交渉、共同研究打合せ等

は 10 月に実施した。 

５）カメルーン：カメルーン国内でカメルーンの研究グループ（カメルーン国立医学研

究教育研究所）が本事業の代表者、伊藤との情報交換、意見交換を基に実施し、入

手したサンプルを旭川医科大学に送付してきた。カメルーン人大学院生が中心にな

って、このサンプルを解析する共同研究を推進、展開してきている。この研究論文

作成にあたっての交流が現在までの実績である。2遍の論文が国際的に非常に評価

が高い国際専門誌に公表されており、アフリカからの学術メッセージとして画期的

なものである。 

６）以上、平成 20 年度の各国との個別の研究交流成果とは別に、3 年間にネットワー

ク構築を目的とする国際シンポジウムをバンコック、沖縄、韓国で実施し、本事業

の拠点ならびに協力研究機関の主たる研究者（インドネシア、タイ、中国、カメル

ーン、日本）が一堂に会する機会を持ち、シンポジウムにおける情報、意見交換を

始め、参加国間でのネットワーク強化について情報、意見交換を実施した。今後も

アジア地域における人畜共通寄生虫病研究拠点形成事業におけるネットワークの

中心として旭川医科大学を位置付けることで合意した。この合意に基づき 21 年度

からの新規案件の申請がなされた。また新たにカメルーン、南アフリカ、マダガス

カルなどのアフリカ諸国からテニア症・嚢虫症に関する技術協力要請が来ており、

これらの国々とも何らかの形での研究協力事業を実施する方向で準備を進めるこ

ととした。また若手研究者を対象とする技術移転セミナー（インドネシア、タイ、

中国、モンゴル、カメルーン、日本）を毎年実施し、参加国の若手研究者間での交

流が盛んになってきている点も評価できる。 

 

７－２ 学術面の成果 

１） インドネシア：Sudewi R et al. 2008 を発表した。現在、地球規模で、 も致死的な寄生

虫疾患とみなされている脳嚢虫症(neurocysticercosis)症例についてウダヤナ大学病院で

診断、治療してきている患者についての臨床経過を画像診断、血清診断に基づいて観

察し、さらに摘出された病巣を用いて遺伝子解析をした内容である。遺伝子解析結果

はこれまで予測されていたパプア（＝イリアン・ジャヤ）あるいは他のアジア地域に

分布している嚢虫とは異なるもので、寄生虫の起源を探る意味でも新しい展開が期待

できる。ウダヤナ大学、インドネシア厚生省感染症研究所、鳥取大学、旭川医科大学

の共同研究成果である。インドネシアにおける嚢虫症の流行地調査を含めて展開して
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きた疫学調査成果を精査し、スマトラ、ジャワ、バリ、パプア州、チモール州におけ

る寄生虫サンプルの遺伝子解析が今後さらに重要になると予測される。 

２） 中国： Li T et al. 2008; 102: 585-590 を発表した。中国内陸部で流行しているエキノコッ

クス症（単包虫症、多包虫症）についての病理、免疫、遺伝子解析結果をまとめたも

のである。旭川医科大学が開発した免疫、遺伝子解析手段を用いた総合的な研究であ

る。四川省寄生虫病研究所と旭川医科大学の共同研究成果である。また、四川省から

下記の３）に示すテニア症の流行地が見つかっており、タイで見つかったタイプの雑

種とは異なるタイプの雑種が 1個体見つかっている。これは鳥取大学を含めた共同研

究成果である。 

３） タイ：アジア地域で過去 30 年にわたり同一種か別種かについて議論されてきている寄

生虫症（テニア症）に「牛肉から感染する無鉤条虫症」と「豚の内臓の生食から感染

するアジア条虫症」がある。前年度までの調査からタイ、カンチャナブリ地方に両種

が同所的に分布している村があることが判明していたので、本年も引き続き現地調査

を実施した。大変面白いことに、２個体の雑種個体が遺伝子解析を通して発見された。

マヒドン大学熱帯医学部、鳥取大学、旭川医科大学の共同研究である。鳥取大学が中

心に論文を作成し、投稿した(Okamoto M et al. submitted)。 

４） モンゴル：遊牧生活が国民生活の基本であるモンゴルではエキノコックス症（単包虫

症）は国民病である。山間地帯では多包虫症の流行も予測されていた。2000 年以降に

手術により確認された多包虫症症例４例の病理標本を入手し、遺伝子解析し、モンゴ

ルにおける多包虫症についての初めての論文を準備し、投稿した(Ito A et al. submitted)。

モンゴル健康科学大学、国立病理センター、ウランバートル中央病院、モンゴル国立

感染症研究所と旭川医科大学の共同研究論文である。エキノコックス症について国の

機関として正確に患者発生数を確認するシステムが構築されていなかったことから、

関係者（大学病院外科医、市中病院外科医、母子保健センター外科医、病理医、疫学

者、寄生虫学者、生物学者、獣医学者、WHO 医務官ほか）が一堂に会して情報交換が

できるシステム構築に向けた会議を提案した。（WHO 医務官を含めた通訳付きの会議

は 2009 年 6 月にモンゴル健康科学大学で開催され、モンゴルで初めての会議であり、

画期的な会議であると評価された。この会議録も現在、国際誌に公表すべく準備して

いる。） 

５） カメルーン：①Nkouawa A et al. 2009a; ②Nkouawa A et al. 2009b、計 2編の論文を

発表した。①はカメルーンで流行している寄生虫症（肺吸虫症）と癲癇(epilepsy)との

関係について免疫、遺伝子解析を含む解析を実施し、報告したものである。アフリカ

で流行している寄生虫症についてこのような取り組みは初めてであろう。カメルーン

国立医学研究教育研究所その他と旭川医科大学の共同研究成果である。現在、カメル

ーンにおける寄生虫症に関する２報目の論文を投稿中である。これは上記の肺吸虫症

に加えて、脳に寄生する可能性があるイヌ回虫症、脳嚢虫症についての免疫学的解析

結果を考察したものである。複数の寄生虫症と癲癇との相関についての免疫学的解析
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としては世界でも初めての取り組みかもしれない。②は全世界で流行しているテニア

症に関する新しい遺伝子診断法の開発研究である。カメルーンからの国費留学生が中

心になり、旭川医科大学においてアジア各国との共同研究として展開している研究成

果である。本事業によるアジア 4 カ国（インドネシア、中国、タイ、モンゴル）の拠

点研究機関と実施している共同研究材料を用いた、新しい遺伝子診断法の流行地での

利用研究成果についても、本事業に参加したすべての国の若手研究者、代表研究者が

共著者になる論文を準備中である。 

６） ３年間の研究交流成果として本事業で主催した国際シンポジウムの場で本事業による

研究交流成果を公表し、論文として公表した(Ito A et al.Southeast Asian J Trop Med Public 

Health 2008; 39 (Suppl 1): 37-47)。これは 2007 年バンコックで開催された国際会議の席

で発表した成果であり、本事業に参加したインドネシア、タイ、中国、日本 4 カ国共

同声明である。2006 年バンコックで本事業として主催された国際シンポジウムでは本

事業の背景、学術成果をまとめて紹介した伊藤の論文を含めた 7 編の論文が発表され

た。2007 年沖縄で本事業として主催された国際シンポジウムでは本事業の背景、学術

成果をまとめて紹介した伊藤の論文を含めた 6 編の論文が発表された。2008 年韓国、

済州島で本事業として主催された国際シンポジウムでは本事業の背景、学術成果をま

とめて紹介した伊藤の発表を含めた 10編の口頭発表がなされている。上記のモンゴル、

インドネシア、中国の論文でも当該国ならびに日本の研究者以外の研究者が共同研究

者として参加している。モンゴル論文ではインドネシア、インドネシア論文ではカメ

ルーン、中国論文ではインドネシアである。このように関係国間の相互協力事業とし

て多国間共同研究成果が生まれている。また、アフリカでは南アフリカ、ウガンダ、

ドイツ、日本の共同研究論文も発表された(Hüttner M et al. Int J Parasitol 2008; 38: 

861-868)。上記 5）に述べたように、カメルーンからの国費留学生が中心になり、本事

業で展開してきたアジア 4 カ国との共同研究を取りまとめていることは素晴らしい成

果であると総括している。 

 

７－３ 若手研究者養成 

１） インドネシア：厚生省感染症研究所の Dr. T. Wandra の指導のもとで、ウダヤナ大学

ならびに北スマトラ大学の若手研究者が自主的に研究、調査を展開できるまで成長

してきている。これらの協力機関の若手研究者を 2009 年度に招へいを計画してい

る。 

２） 中国：四川省寄生虫病研究所、青海省地方病研究所、新疆医科大学、それぞれの若

手研究者が成長してきている。四川省寄生虫病研究所、現副所長は 2006 年 3 月に

旭川医科大学から博士（医学）を所得し、所員の Dr. TY Li をはじめとする中堅研

究者の指導をしている。新疆医科大学教授、Dr. W. Mamuti も 2006 年 3 月に博士（医

学）を取得し、若手研究者を育成している。青海省の Dr. Hang Xiuming、四川省の

若手研究者 Mr.Cheng WX 他を 2009 年度に招聘したいと考えている。 
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３） タイ：マヒドン大学の Dr. Paron J の学位審査に参加したが、彼は現在講座主任とし

て若手研究者指導の中心になっている。2008 年度には若手研究者 Dr. Tippayarat 

Yoonuan を招聘した。 

４） モンゴル：国立健康科学大学講師、Dr. N. Myadasguren がこれまでの共同研究成果

により同大学から 2008 年に学位を取得した。別の若手研究者(Miss. Tsatsral Enkhbat)

を 2008 年度に招聘した。 

５） カメルーン：国立医学研究所研究員、Miss. A Nkouawa が旭川医科大学で大学院生

として研究を展開している。 

６） 3 カ年の活動を通し、インドネシア、タイ、中国、モンゴルからの若手研究者なら

びに必要に応じて、国際的な専門家を指導者として招聘し、技術移転セミナーを通

して共同研究を実施する体制を構築した。これらの若手研究者に対する現場での指

導は本学大学院生であり、カメルーンからの国費留学生である Miss. Nkouawa A が

中心となって実施された。多国間共同研究の楽しみ、国際的な評価を得るのに必要

な技術、知識、解析力、そのような知的財産を参加者全員で共有できたことは今後

の大きな励みになると期待される。 

 

７－４ 社会貢献 

 上記の研究は各国における公衆衛生意識の啓発、食品の安全、環境保全等に関する住民

の意識を大きく変えつつある。このような地味な研究を通し、自力で解決する意識を獲得

してもらうことは今後の各国における社会貢献として非常に重要である。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 これまで 3 年間で構築した協力体制をさらに強化する必要がある。予算が比較的少ない

ことから、この 3 年間の基本戦略は国際セミナー開催を通しての意見交換、情報交換、そ

れに加えて可能な限りの共同研究展開であった。実質的な共同研究を展開するにはこの予

算枠内では１カ国が限度であろう。 

幸い、2009 年度から「アジア・アフリカ学術基盤形成事業、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）]が採択されているので、これまでの協力体制

をさらに強化したい。本格的な共同研究についてはタイを中心とする研究を展開したい。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数  6  本 

   うち、相手国参加研究者との共著  4 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの 6 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

平成 18 年度から 20 年度までに発表された論文総数 25 本 

うち、相手国参加研究者との共著  20 本 
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うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの 25 本 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

１） インドネシア：拠点機関の Dr. T Wandra を中心に、インドネシア各地（バリ島ならびに

周辺の島、ジャワ島）におけるテニア症、嚢虫症に関する情報収集、疫学調査、症例

の経過観察等の実施を指導した。論文１篇を英国王立熱帯医学協会誌に発表した。現

在追加論文２編について指導している。 

２） 中国：四川省、青海省、新疆ウイグル自治区の研究機関とエキノコックス症、テニア

症、嚢虫症に関する共同研究ならびに技術指導を展開した。2009 年 1 月に新疆医科大

学、青海省地方病研究所から研究者を招へいし、共同研究を実施し、論文作成を指導

した。 

３） タイ：カンチャナブリ地方の奥地（ミャンマー国境）で 3 種類のテニア条虫が同所的

に分布している事実を 2007 年に米国の専門誌、Emerging Infectious Diseases に公表した

が、この地域で入手した寄生虫の遺伝子解析により、雑種形成の事実が判明した。現

在、この雑誌形成に関する論文を作成している。2009 年１月にマヒドン大学の若手研

究者、Dr. Tippayarat Yoonuan を招へいし、カンチャナブリ地方で確認されたテニア症患

者の糞便内遺伝子検査法についての共同研究を実施した。 

４） モンゴル：モンゴル国内でこれまで確認されたエキノコックス症（多包虫症）3例の病

理標本を入手し、遺伝子解析により多包虫症と確定し、共同研究論文を作成し投稿し

た。2009 年１月に Miss. Tsatsral Enkhbat を招へいし、共同研究を実施した。 

５） カメルーン：2007 年から旭川医科大学大学院（博士課程）に進学した拠点機関の研究

者、Miss. A Nkouawa と引き続きカメルーンにおけるテニア症、嚢虫症、肺吸虫症その

他についての研究を実施し、論文 2編を公表した。 

６） 7－2、6）ならびに 7－3にも記したようにカメルーンからの国費留学生が中心になり、

アジア 4 カ国の若手研究者の技術指導と同時にアジア・アフリカで流行しているテニ

ア症に関する共同研究を展開し、各国で準備された寄生虫、感染者の糞便ならびに血

清を用いる分子生物学的、免疫学的研究を日本を含む 6 カ国国際共同研究として展開

してきている。また、インドネシア、モンゴル、中国との共同研究にも必要に応じて

他の国の若手研究者が参画しており、2国間共同研究というよりも多国間共同研究とし

ての研究実績が集積され始めており、今後のさらなる発展につなげたいと考えている。

食生活を通して感染する寄生虫疾患の確認に、感染者ならびに感染の疑いがあるヒト

の糞便を用いる遺伝子検査法が重要であることを参加国すべての若手研究者に認識さ

せ、糞便を用いる新たな研究の展望について啓発した点も今後の活動につながると期

待できる。 

 

８－２ セミナー 

 2008 年 9 月 29 日から 10 月 3 日まで韓国、済州島で開催された第１７回国際熱帯医学マ

ラリア会議の席で、「日本学術振興会：アジア・太平洋地域におけるエキノコックス症」シ
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ンポジウムを主催し、テニア症シンポジウムを共催した。これらの人畜共通寄生虫病がア

ジア、アフリカのみならず全世界的な問題であることについて研究成果を通して、意見交

換、情報交換を行い、十分な成果が得られたと判断している。 

 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

1)  平成 21 年１月に中国人、タイ人、モンゴル人の若手研究者を招聘し、同時にフランス

の動物生態学者を別予算で招聘し、技術移転セミナーを実施した。８－１の共同研究

活動の実態を、各国が準備した研究資料、材料を用い技術を習得しつつ、研究成果を

得る形の技術移転セミナーであり、参加者全員が自由に意見交換し、すべての参加者

の間で研究の理念、研究推進の実体、成果を共有してもらうことを目的とする研究者

交流である。現場での技術指導はカメルーンの国費留学生が担当した。 

2) 9 月にモンゴル、モンゴル国立健康科学大学・学術交流担当副学長と学術調印について

協議した。 

3) カメルーンとの学術交流覚書調印に向けた情報交換、意見交換を 12 月に予定していた

が、旅費が非常に高いことなどから断念し、実施されなかった。 

4) アジア、アフリカの研究者の論文指導を実施した。①インドネシア人研究者との共同研

究論文 1篇（Sudewi AAR et al. Trans R Soc Trop Med Hyg 2008; 102: 96-8）、②中国の研究者

との共同研究論文 1篇(Li T et al. Trans R Soc Trop Med Hyg 2008; 102: 585-90)、③カメルー

ンからの国費留学生の論文 2篇(Nkouawa A et al. Trans R Soc Trop Med Hyg 2009; 103: 

255-61; J Clin Microbiol 2009; 47: 168-174)、④アフリカ（ウガンダ、南アフリカ）の研究

者を含む共同研究論文１篇(Huttner M et al. Int J Parasitol 2008; 38: 861-8)を発表した。現在、

インドネシア（2篇）、中国（2篇）、タイ（1篇）、モンゴル（1篇）、カメルーン（1篇）

の若手研究者の論文を指導している。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 日
本 

イ
ギ
リ
ス 

フ
ラ
ン
ス 

ド
イ
ツ 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

タ
イ 

中
国 

モ
ン
ゴ
ル 

カ
メ
ル
ー
ン 

韓
国 

合計 

日本 
実施計画     (1)/3 2/13 (1)/8 1/12 2/29 6/47 11/112

実績    1/6 (1)/4 (1)/5 1/12  5/35 7/62 

イギリス  

（日本側参加者） 

実施計画  
 

       1/8 1/8 

実績         1/7 1/7 

フランス  

（日本側参加者） 

実施計画   
 

      1/8 1/8 

実績         1/7 1/7 

ドイツ  

（日本側参加者） 

実施計画    
 

     1/8 1/8 

実績         1/7 1/7 

インドネシア 
実施計画 1/14    

 
    1/8 2/22 

実績         1/5 1/5 

タイ 
実施計画 1/13     

 
   1/8 2/21 

実績 1/30        1/8 2/38 

中国 
実施計画 1/30      

 
  1/7 2/37 

実績 2/46        1/7 3/53 

モンゴル 
実施計画 1/13       

 
  1/13 

実績 1/29         1/29 

 
         

 
  

           

 
          

 
 

           

合計 
実施計画 4/70    (1)/3 2/13 (1)/8 1/12 2/29 12/94 21/229

実績 4/105    1/6 (1)/4 (1)/5 1/12  11/76 17/208

 

※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。） 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   3／11  （人／人日）    0／0   （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 2006 研究終了年度 2008 

研究課題名 （和文）無鉤条虫の虫卵感染ウシにおける免疫学的感染検査法の確立と

バリ島における疫学への応用 

（英文）Challenge for the establishment of a new immunological tool 
for detection of cattle infected with Taenia saginata and application of 
it for epidemiological survey in Bali 

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 College, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Dr. N. Kandun, CDC & EH, Ministry of Health, Indonesia, Directorate General 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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 実施計画  (1)/3  (1)/3 

実績 1/6  1/6 

 実施計画     

実績    

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  (1)/3  (1)/3 

実績  1/6  1/6 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

バリ島で実施した実験感染牛の解剖時の寄生数、寄生部位についての詳

細な報告書がウダヤナ大学から提出された。経時的に採血した血清を用

いる抗体測定が完了し、現在共著論文を作成している。嚢虫症流行に関

する論文を英国王立熱帯医学協会誌に発表した。アジア・アフリカ学術

基盤研究について東南アジア熱帯医学公衆衛生学雑誌に発表した。牛肉

の安全にかかわる新しい検査法の開発では、実験感染させた牛における

寄生虫の寄生数、寄生部位、抗体応答の検査法についての共同研究が転

化し、現在共同論文を準備している段階である。 

日本側参加者数  

5 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（インドネシア）国(地域)側参加者数 
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4 名 （１３－２（インドネシア）国側参加研究者リストを参照）

（    ）国(地域)側参加者数 

 名 （１３－３（    ）国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 2006 研究終了年度 2008 

研究課題名 （和文）中国四川省、新疆ウイグル自治区における人体寄生テニア条虫

症、エキノコックス症に関する分子疫学 

（ 英 文 ） Molecular epidemiology of human taeniasis and 
echinococcosis in Sichuan and Xinjiang, 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 College, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

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

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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 実施計画  (1)/8  (1)/8 

実績 (1)/5  (1)/5 

 実施計画     

実績    

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  (1)/8  (1)/8 

実績  (1)/5  (1)/5 

② 国内での交流      0 人／0 人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

四川省におけるエキノコックス症患者から得られた病巣を用いる遺伝子

解析結果を英国王立熱帯医学協会誌に発表した。現在、四川省における

テニア症・嚢虫症に関する論文、四川省におけるエキノコックス症患者

に関する画像ならびに血清抗体応答に関する経過観察論文、青海省にお

けるエキノコックス症に関する論文を準備している。四川省寄生虫病研

究所、青海省地方病研究所との相互ネットワーク構築が進展し、それぞ

れの研究機関との情報交換、意見交換のみならず、それぞれの研究機関

間での交流が可能になってきている。中国における難治性寄生虫病対策

に向けた共同研究の実施体制が強化されてきており、これを継続的に発

展させたい。 

日本側参加者数  

6 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国(地域)側参加者数 

7 名 （１３－２（ 中国 ）国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 2006 研究終了年度 2008 

研究課題名 （和文）タイにおける人体寄生テニア条虫症に関する分子疫学 

（英文）Molecular epidemiology of human taeniasis in 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 College, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Dr. J. Waikagul, Deputy Dean, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol 

University 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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 実施計画  2/13  2/13 

実績 (1)4  (1)4 

 実施計画     

実績    

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  2/13  2/13 

実績  (1)4  (1)4 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

タイ、カンチャナブリ地方における 3 種類のテニア条虫症流行地での調

査を継続した。3 種類のテニア条虫症流行地で、なおかつ 2 種類の条虫

の雑種個体が見つかっている成果を韓国の第 17 回国際熱帯医学・マラリ

ア会議で発表し、現在論文を準備している。若手研究者を招聘し、カン

チャナブリで入手した糞便を用いる遺伝子解析を実施した。カメルーン

の大学院生が中心になり、中国、タイ、インドネシアの糞便を用いた遺

伝子解析結果を論文にまとめている。 

日本側参加者数  

6 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ タイ ）国(地域)側参加者数 

4 名 （１３－２（ タイ ）国側参加研究者リストを参照） 

（    ）国(地域)側参加者数 

 名 （１３－３（    ）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 2006 研究終了年度 2008 

研究課題名 （和文）モンゴルにおけるテニア条虫、エキノコックス条虫に関する分

子分類学的研究 

（英文）Molecular phylogeny of taeniasis and echinococcosis in 
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 College, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

National Center for Communicable Diseases, Laboratory Head, Dr. A. 
Davaajev 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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 実施計画  1/12  1/12 

実績 1/12  1/12 

 実施計画     

実績    

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  1/12  1/12 

実績  1/12  1/12 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

モンゴルにおけるエキノコックス症、特に多包虫症患者の病理標本を入

手し、遺伝子解析を行い、多包虫症の流行に関する論文を投稿中である。

若手研究者を招聘し、糞便内遺伝子解析、血清検査法の重要性について

指導を試みた。モンゴルではすべての活動が分業化されており、臨床医

は手術のみ、病理医は診断のみ、それ以外のことは一切しない、知らな

いのがこれまでの実態であった。国民病として重要なエキノコックス症

について関係者が一堂に集まり、情報交換、意見交換をしたことは１度

もなく、公衆衛生学的な指導、指針策定には事実の集積活動が不可欠で

あること、国としての症例集積システムの構築が先決課題であることを

モンゴル国立感染症研究所所長に伝えた。2009 年にエキノコックス症関

係者（臨床、基礎、病理、疫学、獣医学その他、WHO）が一堂に集まる

初めての会議が計画されている。これからの成長が期待される。 

日本側参加者数      

6 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 
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（ モンゴル）国(地域)側参加者数 

3 名 （１３－２（モンゴル）国側参加研究者リストを参照） 

（    ）国(地域)側参加者数 

 名 （１３－３（    ）国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－5 研究開始年度 2006 研究終了年度 2008 

研究課題名 （和文）カメルーンにおける人獣共通寄生虫病調査 

（英文）Epidemiological study on parasitic zoonoses in 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 College, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

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

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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 実施計画  2/29  2/29 

実績 0/0  0/0 

 実施計画     

実績    

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  2/29  2/29 

実績  0/0  0/0 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

国費留学生、Miss A Nkouawa が論文 2編を英国王立熱帯医学協会誌なら

びに米国微生物学会誌（臨床微生物学雑誌）に発表した。現在他の 1 篇

を米国熱帯医学雑誌に投稿中である。また、Miss A Nkouawa はテニア条

虫の遺伝子解析で 先端の研究を実施してきており、アジア各国から招

聘した若手研究者と糞便内遺伝子解析に関する共同研究を実施、指導し、

その成果をアジア・アフリカの共同研究論文としてまとめている。 

日本側参加者数      

６ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（カメルーン）国(地域)側参加者数 

１ 名 （１３－２（カメルーン）国側参加研究者リストを参照）

（    ）国(地域)側参加者数 

 名 （１３－３（    ）国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）日本学術振興会主催「人獣共通条虫症」シンポジウム 

（英文）JSPS-AASP Cestode Zoonoses Symposium 
開催時期 平成 20 年 9 月 29 日 ～ 平成 20 年 10 月 3 日（ 5 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）韓国、チェジュ島、国際会議センター 
（英文）Korea, Jeju, International Congress Center 

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）Akira Ito, Asahikawa Medical College, 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) 

T Wandra, CDC&EH, Director of Arbovirus Section 

参加 

者数 

① アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    8 /56  （ / ）人/人日 11/76 

（ / ）

 人/人日

(インドネシア）国(地域)側参加者       1 /5    （ / ）人/人日 

(中国  ）国(地域)側参加者       1 /7    （ / ）人/人日 

(タイ  ）国(地域)側参加者       1 /8    （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者          300   人 

800 人

(アジア）国(地域)側参加者          200   人 

(その他）国(地域)側参加者          300   人 

①と②の合計人数      876 人 

セミナー開催の目

的 
3 年ごとに開催される も権威ある熱帯医学・マラリア国際会議であ

り、1992 年にタイ、1997 年に日本、今回が韓国、1990 年以降で 3 度

目のアジアにおける開催である。この伝統ある国際会議の場で、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「人獣共通

条虫症」シンポジウムを主催し、「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」事業の活動実績を、世界における先導

的な研究を展開している研究者の講演と対等の研究発表実績として世

界に紹介する。 
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セミナーの成果 全世界 78 ヵ国から参加した研究者達に JSPS-AASP 事業をアピール

し、地球規模で流行が拡大しているエキノコックス症、テニア症・嚢

虫症に関する研究センターとしての旭川医科大学の活動、ならびに共

同研究グループ（インドネシア、中国、タイ、モンゴル、カメルーン）

の活動をアピールすることができた。この３回のシンポジウムの実施

を通し、その他のアジア各国ならびに欧米の研究者との接点も得られ

た。欧米の専門家による 新の論文にも本事業による報告書が引用さ

れ始めている。 

セミナーの運営組

織 
3 年ごとに開催される国際的に も権威ある熱帯医学・マラリア会議の

主要シンポジウムとして運営した。全体会議の運営組織は韓国寄生虫

学会である。JSPS-AASP 人獣共通条虫症シンポジウムの講演者招聘費

用負担が本事業費であり、シンポジウム会場借り上げ、全体会議会場

運営費が韓国寄生虫学会である。 
開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 旅費・登録費     金額    3,711,994 円 

相手国(地域) 内容              金額 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 

  
  計 

日本 
実施計画       

実績      

中国 
実施計画 1/30     1/30 

実績 2/46    2/46 

タイ 
実施計画 1/13     1/13 

実績 1/30    1/30 

インドネシア 
実施計画 1/14     1/14 

実績 0/0    0/0 

モンゴル 
実施計画 1/13     1/13 

実績 1/29    1/29 

合計 
実施計画 4/70     4/70 

実績 4/105     4/105 

② 国内での交流            4 人／105 人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 0  

外国旅費 7,180,245 
消費税対象額 

5,176,850

謝金 297,000 
消費税対象額 

     297,000

備品・消耗品購入費 36,187 
 

その他経費 202,739 
消費税対象額 

     202,739

外国旅費・謝金に係
る消費税 

283,829 
消費税対象額合計 

5,676,589

計 8,000,000 
 

委託手数料 800,000  

合  計 8,800,000  

 
 
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 778,040 1/12 

第２四半期 4,375,605 11/76 

第３四半期 405,139 1/15 

第４四半期 2,441,216 4/105 

計 8,000,000 17/208 

 
 


