
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 長崎大学熱帯医学研究所 
（ケニア）拠点機関： ケニア中央医学研究所 
（ﾀﾝｻﾞﾆｱ）拠点機関： イファカラ健康研究所 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： アフリカにおける「顧みられない病気」の学際的研究                    

                   （交流分野：  熱帯医学        ）  
（英文）： Multidisciplinary Approach to Neglected Diseases in Africa                

                   （交流分野：  Tropical Medicine   ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http:// www.tm.nagasaki-u.ac.jp/jsps_aakenya/                    
 
 
３．開始年度 

平成 19 年度（ 3 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：長崎大学熱帯医学研究所 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：熱帯医学研究所・所長・平山 謙二 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：熱帯医学研究所・教授・嶋田 雅曉 
 協力機関： 
 事務組織：事務局・研究国際部 国際交流課 国際交流班 
 
 
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：ケニア共和国 
拠点機関：（英文）Kenya Medical Research Institute (KEMRI) 

      （和文）ケニア中央医学研究所 
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Acting Deputy Director, Dr.Gerald Mkoji 
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（２） 国 （地域）名：タンザニア 
拠点機関：（英文）Ifakara Health Institute (IHI) 

      （和文）イファカラ健康研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Director, Dr. Salim Abdulla 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
 

アフリカには、住民にとっては無視できない健康被害がもたらされているにもかかわらず、

先進国の関心を得られない熱帯病が数多く存在している（顧みられない病気：neglected 
diseases）。熱帯病はアフリカにおける貧困と社会の不安定の大きな要因であり、その対策

は住民のためのみならず終局的には世界の安全保障にも繋がる。 
 
そこで、本研究は次の三点を目的とする。 
 
1. 「顧みられない病気」の対策に資すること。 
2. 「顧みられない病気」の対策研究を、学問領域を越えて（学際的に）実施できる風土を

確立すること。 
3. フィールドにおける DSS（demographic surveillance system、人口静態・動態調査シ

ステム：長期にわたり、特定した地域内の全人口、疾病、死亡に関する情報を定期的に

収集・集約するシステム）と実験室の先端研究を連動することで、これまでにない研究

成果を得ること。 
 
上記の目的に沿って下記を具体的な研究交流目標とする。 
 
1． 住血吸虫症、下痢症、マラリア、昆虫媒介性ウイルス疾患の DSS と連動した学際的研

究 
1) 東アフリカにおける感染症の病原体および中間宿主（病原体の運搬屋、例えば蚊や

貝）の同定と分布の調査研究を行い、その多様性（一見同じに見えるがその病原性

や分布が異なるものが多数存在すること）を明らかにする。 
2) DSS 地域における患者、死亡発生、生活様式などに基づいて各疾患の地域におけ

る流行特性を描く。 
3) 各疾患の流行特性と、病原体および中間宿主の多様性との関係を、地域別に明らか

にする。 
2． 上記疾患研究の東アフリカをまたぐネットワーク形成 

1) ケニア中央医学研究所（Kenya Medical Research Institute, KEMRI）とタンザニ

アの IHRDC（Ifakara Health Research & Development Centre, 現在は IHI: 
Ifakara Health Institute）を中核に、東アフリカ研究者の人的交流を活発化する。 
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2) そのために、ナイロビ（ 長崎大学ケニアプロジェクト拠点は KEMRI 内に位置す

る）と国内（ 長崎大学熱帯医学研究所）で研究集会を開催し、DSS にもとづく学

際的研究、neglected diseases 研究の実状と在り方に関する情報交換、研究成果の

発表を行い、東アフリカの研究ネットワークを構築する。 
3． 我が国と相手国の大学院生を含む若手研究者の現地教育と研究能力の向上 

1) 日本の若手研究者では、現場に根ざした教育・トレーニングによって、熱帯感染症

分野における骨太の研究者（ 地域や人々の暮らし振りを踏まえ、学際性の重要性

を認識した研究者）を育成する。 
交流先の（ケニア、タンザニア）若手研究者には日本における研究の機会を与えて調査研

究能力の底上げを行い、将来の研究の中核を担う人材を育成する。 
 
 
６．平成２１年度研究交流目標 
 
1. 住血吸虫症、下痢症、マラリア、昆虫媒介性ウイルス疾患の DSS と連動した学際的研

究（共同研究・研究者交流） 
最終年度なので、一年間で実施可能なものに限定し、推進する。 
1) 東アフリカにおける病原体および中間宿主（病原体の運搬屋）の多様性の調査 

住血吸虫症：中間宿主貝採取をケニアの一地域に限定して行い、多様性を形態学的

に調査する。 
細菌性下痢症：細菌性下痢症、特にコレラの分離と分類同定を継続する（ケニア）。 
マラリア：媒介蚊（ハマダラカ）の全国的採取と自然環境調査をケニアで継続し、

分子遺伝学的多様性の分析を試験的に行う。 
昆虫媒介性ウイルス疾患：特に出血熱に関与するウイルス分離と同定を継続する（ケ

ニア）。 
2) DSS 地域における患者、人口（出生・死亡）、妊産婦情報、移動に関する情報、生

活様式などに基づいて各疾患の地域における流行特性の調査 
ケニアで西地域（Suba）、各項目の定期的調査を継続する。 

3) Suba とナイロビ周辺における流行特性と病原体の多様性との関係 
細菌性下痢症の病原体の特徴を Suba の DSS データ、ナイロビ周辺の環境調査結果

との関連において明らかにする。 
 

2. 上記疾患研究の東アフリカをまたぐネットワーク形成 
1) 協力体制の強化 

IHI（Ifakara Health Institute）、KEMRI (Kenya Medical Research Institute) と
の MOU を堅持し、必要があれば見直しを行う。 

2) セミナー等学術会合の開催 
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年度の中間にケニアのナイロビで研究集会を開催する。最終年度は、３機関それぞ

れの独自研究の発表および情報交換を行い、共同研究の将来の発展性を探ることを

目的とする。 
3) ケニア国内の大学との協力体制の構築 

多くの学生を配属している大学との間に具体的な教育研究協力関係を結ぶ。 
 

3. 若手研究者の現地教育と研究能力の向上 
1) アフリカの有能な学生または若手研究者を日本に派遣する。 
2) 日本の若手研究者（大学院生、ポスドクまたは助教）にケニアにおける研究の機会

を与える。 
 

７．平成２１年度研究交流成果 
 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

１）ケニア中央医学研究所(KEMRI)との研究協力体制 

 長崎大学熱帯医学研究所のケニアにおける研究活動は 1960 年代に始まっており、KEMRI

との共同研究は 1979 年に KEMRI が創設された時から 30 年以上にわたって行われてきた。

2004 年 11 月 12 日には正式に長崎大学との間で学術協定が締結され、それに基づいて翌年

9 月 13 日熱帯医学研究所と KEMRI との間に 10 数ページの詳細な覚書(MOU)が調印され、そ

の後 KEMRI 内に長崎大学ケニアプロジェクト拠点を構築して、共同研究を継続している。

長崎大学ケニアプロジェクト拠点は KEMRI の一研究センターである微生物研究センター

(Centre for Microbiology Research: CMR)の一部の部屋、土地を無償で借り受けて運営さ

れており、本事業に限らず利用されている。 

 今年度は、KEMRI 研究者からは彼らが独自の力で獲得した研究費をもって共同研究に参加

するという貢献が得られた一方、日本側からは、本事業で KEMRI 研究者を日本に送りトレ

ーニングするという貢献を行った。 

 なお、長崎大学と KEMRI 間の学術協定は昨年 2009 年 10 月 20 日更新された。2010 年には

熱帯医学研究所－KEMRI の MOU も更新する予定である。 

 以上のように、KEMRI との協力体制は確立済みでまったく問題はない。 

２）イファカラ健康研究所(IHI)との研究協力体制 

 一方、イファカラ健康研究所(IHI)（イファカラ健康開発センターが 2008 年に組織名の

変更を行った）と熱帯医学研究所との共同研究は 2005 年から 2006 年の一年間、両親が AIDS

で死亡したことで孤児となった子供達の健康状態についての研究が行われただけで、歴史

的にも量的質的にも KEMRI との関係ほど深くも強くもなかった。 

 しかし、本事業を実施したお陰で、熱帯医学研究所の研究者がイファカラを訪問し、イ

ファカラの所長が熱帯医学研究所を訪問し MOU を締結、イファカラの研究者を会議に招待

するなど、将来の研究協力に繋がる協力体制を確立することができた。 
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 本事業実施は、イファカラの研究者に対しては学術セミナーへの参加を促す貢献ができ

たと同時に、イファカラの研究者からは、彼らのセミナーへの参加と発表内容が日本の研

究者および KEMRI 研究者に刺激を与えるという貢献を得ることができた。 

 

７－２ 学術面の成果 

1．住血吸虫症、下痢症、マラリア、昆虫媒介性ウイルス疾患の DSS と連動した学際的研究 

1) 東アフリカにおける感染症の病原体および中間宿主（病原体の運搬屋、例えば蚊や貝）

の同定と分布、その多様性の調査研究 

住血吸虫症：ビルハルツ住血吸虫の伝搬貝である Bulinus globosus に形態学的に非常によ

く似ているが異なる Bulinus 属の貝の存在が Kwale 地方で認められた。詳細は今後の研究

によって明らかにする予定である。 

細菌性下痢症：これまで 2007 年から 10 数回に亘る調査活動を通じて分離してきた約 150

株コレラ菌株について、特にケニアにおけるコレラの症状の変化に伴う菌株の病原性等に

関する遺伝的背景について解析を行った結果、モザンビークなどの報告と同様、ケニア分

離コレラ菌の生物型はクラシック、エルトールのハイブリッド型であることが明らかにな

った。テトラサイクリンに対する薬剤耐性菌もまだ少ないが、SXT element, Class 1 

integron の耐性遺伝子のエレメントは検出された。ベトナムで見られるようなテトラサイ

クリン遺伝子は見られていないものの、テトラサイクリン耐性株は少数出現しており、ベ

トナムで見られるものと同様の遺伝子であることが判明した。 

マラリア：二年間に渡るケニア全土のマラリア媒介蚊分布調査により、これまで報告のな

かったカンバ地域、報告の少なかったセントラル地域でも、マラリア媒介蚊の多くの繁殖

地を確認した。また媒介蚊がいないとされていたナイロビにおいても、多数の繁殖地が確

認された。スバ地区においては、10 年前と媒介蚊の種構成が変化したことが明らかにされ

た。これらのサンプルに対して、集団遺伝学的解析を進める予定である。 

昆虫媒介性ウイルス疾患：ケニア西部における有熱患者約 1,000 名の血清診断を行った結

果、西ナイル熱、黄熱、デング熱に対する陽性者はほとんど見られなかった。一方、非流

行期にもかかわらずリフトバレー熱に対する陽性者が一定の割合で存在すること、チクン

グニア陽性者が多数存在することが明らかになった。本研究の一部は KEMRI 研究者の自前

の研究費で行われた。 

2) DSS 地域における患者、死亡発生、生活様式 

 西ケニアのスバ地区（面積 163.28 平方キロメートル）における DSS の 2008 年を解析し

た結果は次の通りであった。人口は人年計算で男性 21,363.7 名、女性 22,970.5 名、一年

間の死亡数は 387 名。出生数は 2,121 名で出生率は 5.51 であった。乳児死亡率（対 1,000）

は男児 51.5、女児 27.6、5 歳未満幼児死亡率（対 1,000）は男児 109.4、女児 79.1、同地

域の 0歳児の平均余命は男性 56.8 年、女性 61.4 年であった。 

 死亡発生原因と生活様式については調査中。 

3) 各疾患の流行特性と、病原体および中間宿主の多様性との関係 
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 本年度中には実施できなかった。 

 

７－３ 若手研究者養成 

１）昆虫媒介性ウイルス疾患の共同研究者であり、KEMRI に 11 ある研究センターのディレ

クターのうちもっとも若い Dr. Matilu Mwau（感染症・寄生虫病研究センター: Centre for 

Infectious and Parasitic Diseases Control Research: CIPDCR）を長崎大学熱帯医学研

究所ウイルス部門に送り込み技術指導を行った。 

２）長崎大学熱帯医学研究所の若手研究者をナイロビにおけるセミナーに招待し、気候と

感染症の関係を発表させ、他の学問領域の特にケニア人研究者と意見交換をさせた。 

３）ケニアの大学生・大学院生（ジョモ・ケニヤッタ大学、ケニヤッタ大学、モイ大学、

マセノ大学など）を長崎大学ケニアプロジェクト拠点の実験室で受け入れ、調査および実

験の指導を行った。 

 

７－４ 社会貢献 

 ケニア国内における下痢症の集団発生（アウトブレイク）時、ケニア保健省

（MinistryofMedical Services）の要請を受けて調査団を派遣し、コレラなどの起炎菌

の同定を行い、同時に対策法について具体的助言などを行った。 

 現在、Ministry of Medical Services の下痢対策委員会の正式メンバーとなっている。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

１） 研究協力体制 

ケニアの KEMRI との協力体制は盤石で、学術協定の 5 年間の更新も無事終えて特に問

題はない。課題として MOU の見直しが考えられるが、特に急ぐ必要もない。ただ個々

の研究においては、分野によっては日本人研究者主導に傾くものもあった。真の意味

での共同研究の実施が今後の課題となる。 

これに対して、タンザニアの IHI との協力体制にはまだ弱い面が多い。この 3 年間で

セミナー等における交流は行ったが、具体的な共同研究の課題すら立ち上げるまでに

は至らなかった。今後、早い時期に共同研究を立ち上げたいが、現在日本側の人的キ

ャパシティーに不足がある。 

２） 学術面 

それぞれの研究課題に進捗の差はあるが、着実に進展している。しかし最大の問題は、

事業開始から 3 年後の現在、本事業による業績が論文として結実していないことであ

る。早急に論文として仕上げたい。 

３） 若手研究者の養成 

ケニア側研究者、特に若手を日本に送ることは、単に技術的な指導に留まらない意義

を持つ。日本の社会を実際に見ることで、目には見えない何かを感じ取ってくるよう

である。しかし、一方で若手研究者はすぐにより良い条件の研究環境に去っていく。
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そこで今年度は、ある程度完成された研究者を日本に具体的な技術を習得させるため

に送り込んだ。これは功を奏した。今後は、若手研究者の中でもある程度完成したも

のを日本に送り込むべきかも知れない。 

タンザニアの若手研究者を日本に送ることはできなかった。ケニアのナイロビで行っ

たセミナーに招待しただけである。交流という意味では意義があったと考えているが、

共同研究を立ち上げ実際に日本に送り込むことが今後の課題である。 

日本の若手研究者にケニアでの研究機会を与えることは非常に意義があるが、自然科

学系でしかも実験を伴う場合は、本事業ですべてをカバーすることは困難であった。

セミナー出席が主目的となった点が残念である。 

４） 社会貢献 

研究成果を速やかに社会貢献に繋げることは重要ではあるが、時に困難を伴う。特に

本事業のように 3 年間の短期間である場合は特にそうである。本事業では、細菌性下

痢症の研究の過程でケニア保健省から下痢アウトブレイクの調査と対策の要請があり、

研究活動だけをみれば負担であったがそれに応えたが、このようなケースは極めてま

れである。 

海外で研究を行う場合、相手政府またはその傘下の研究所等の協力が不可欠であり、

その協力を得るためには、一時的な負担は覚悟しなくてはならない。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数   0 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 0 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 0 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 

 

８．平成２１年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

 今年度も共同研究はケニアの KEMRI 研究者との間に止まった。タンザニアの IHI 研究者

との共同研究は事実上行われなかった。 

 KEMRI 研究者との共同研究において、今年度画期的だったのは、初めて KEMRI 研究者側も

研究費を一部負担したことである。これは Dr. Matilu Mwau との昆虫媒介性ウイルス疾患

に付いての共同研究において起こった。彼は Consortium for National Health Research

から研究費を獲得し、その研究費の一部が共同研究にも使用された。Consortium for 

National Health Research とは今年度からケニアで始まった競争的研究資金のひとつで、

海外の数カ国と NGO が資金を拠出し、研究費がほとんど無いケニアの研究者を支援する目

的で設立されたものである。 

 他の研究活動は共同研究とは銘打っても、そのほとんどは日本側の研究資金で賄われた。 
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８－２ セミナー 

 今年度のセミナーでは、目的を、対象となる「顧みられない病気」の現状について、生

物医学的、生態学的、社会学的観点など多方向からの研究の各機関のこれまでの成果の発

表を行い、今後の共同研究の発展性を探ることとし、ナイロビに於いて、JSPS ナイロビ研

究連絡センターとの共催で行った。 

 非常に幅広い領域から専門がまったく異なる研究者が集うセミナーなので、1日目に顔合

わせを行いそれぞれの専門を自由に紹介しながらお互いが理解する機会を設けた。2日目の

それぞれの発表時間の予定は 40 分であったが、討論が活発でどの発表も制限時間をオーバ

ーした。3日目の自由討論では、今後も、それぞれの研究者が個別に研究予算を獲得しつつ

共同研究を探っていくことが確認され、散会した。 

異なる視点からの研究成果の発表を共有することにより、熱帯感染症研究を学際的に実

施する風土を醸成することができた。熱帯感染症の研究が非常に幅広い異なる分野で行わ

れていることを再認識し、それぞれの研究の重要性とおもしろさをお互いに知ることによ

って、専門領域の異なる研究者間の無関心や不信感を取り除く一助になった。参加者から

は「今回の独特なやり方は賞賛に値する」との意見もあり、参加者の評判は予想以上であ

った。 

とは言え、実際の発表はひとつひとつ独自の専門性に基づいたものであり、学際的研究

にはまだほど遠いことも、一方で明らかになった。マラリア媒介蚊のケニア国内分布調査、

ケニア国内のアルボウイルスの疫学的調査、住血吸虫症の伝搬貝調査、いずれもそうであ

る。 

しかし、個別の成果や具体的な問題点を皆が理解することは極めて貴重で、まったく専

門性の異なる研究者が質問やコメントを発し、発表者はそれに丁寧に応答するという経験

は、今後の学際的研究の萌芽でもある。発表者自身が自らの専門性に埋もれることなくそ

の限界性を認識しつつ、別の視点で見た場合にどのようなアプローチがあり得るのかまで

言及するような、将来の新しい発表形式の必要性を感じさせた。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 Dr. Matilu Mwau（感染症・寄生虫病研究センター: Centre for Infectious and Parasitic 

Diseases Control Research: CIPDCR ディレクター）を長崎大学熱帯医学研究所ウイルス部

門に、技術指導および研究打ち合わせの目的で受け入れた。 

学術協定更新のため、KEMRI 副所長の Dr. Charles Mwandawiro を長崎大学に招聘し、長

崎大学学長との間で調印式を行った。  

また，交流先の研究者に日本における研究の機会を与えて調査研究能力の底上げの部分

に平成 21 年度は 力点を置いた為日本からの派遣は行わなかった。 
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９．平成２１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 

         

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

ケニア 

<人／人日>

タンザニア 

<人／人日>

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  5/78 1/3 6/81 

実績 3/43

（5/15）

 3/43 

（5/15） 

ケニア 

<人／人日> 

実施計画 1/30   1/30 

実績 6/87 

（1/9） 

 6/87 

（1/9） 

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画  6/30  6/30 

実績  （1/4） （1/4） 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/30 11/108 1/3 13/141 

実績 6/87 

（1/9） 

3/43 

（6/19）

 9/130 

（7/28） 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

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 

   ／   ＜人／人日＞   0 ／ 0＜人／人日＞ 

 



 10

１０．平成２１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 平成１９年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）マラリア、住血吸虫症、下痢症、昆虫媒介性ウイルス疾患の DSS と
連動した学際的研究 

（英文）DSS-based multidisciplinary study on schistosomiasis, malaria,

diarrhea disease and arthropod borne virus disease 

日本側代表

者 

氏名・所属・

職 

（和文）嶋田雅曉・長崎大学熱帯医学研究所・教授 

（英文）Masaaki Shimada･Nagasaki University Institute of Tropical 

Medicine･Professor 

相手国側代

表者 

氏名・所属・

職 

(Kenya) Dr.Gerald Mkoji・Kenya Medical Research Institute（KEMRI）・

Acting Deputy 

(Tanzania)Dr.Salim Abdulla・Ifakara Hearth Institute(IHI)・ 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 ケニア タンザニア 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  2/14  2/14 

実績 2/40  2/40 

ケニア 

<人／人日> 

実施計画     

実績 5/67  5/67 

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  2/14  2/14 

実績 5/67 2/40  7/107 

② 国内での交流       人／人日 

２1 年度の

研究交流活

動及び成果 

研究交流活動）共同研究として住血吸虫症、下痢症、マラリア、昆虫媒介性

ウイルス疾患の DSS と連動した学際的研究を行い、その中で研究者のネット

ワーク形成強化、若手研究者の現地教育と研究能力の向上を試みた。 

（成果）住血吸虫症、下痢症、マラリア、昆虫媒介性ウイルス疾患および DSS

調査においては、それぞれに進展が見られたが、連動した学際的研究までに

はまだ遠い。現時点では論文発表には至っていない。これからの課題である。

研究者のネットワーク形成はケニアに置いては強化されたが、タンザニアに

おいてはまだ弱い。若手研究者の能力向上は、特にケニアの大学生、大学院
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生で大いに認められた。 

日本側参加者数  

12 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（  ケニア  ）国(地域)側参加者数 

9 名 （１３－２（ケニア）国側参加研究者リストを参照）

（  タンザニア  ）国(地域)側参加者数 

11 名 （１３－３（タンザニア）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）JSPS アジア・アフリカ学術基盤形成事業・東アフリカ熱

帯病セミナー「顧みられない感染症の今」 
（英文）JSPS AA Science Platform Program on Tropical Diseases 
in East Africa, ”Neglected infectious diseases today” 

開催時期 平成 21 年 12 月 3 日 ～ 平成 21 年 12 月 5 日（ 3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）ケニア、ナイロビ、 

ケニア中央医学研究所訓練センター ホール 及び 
長崎大学熱帯医学研究所 ケニアプロジェクト拠点 

（英文）The Conference Hall of the Training Center of Kenya 
Medical Research Institute ＆ Nagasaki University Nairobi 
Research Station NUITM-KEMRI Project 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）嶋田雅曉・長崎大学熱帯医学研究所・教授 
（英文）Masaaki Shimada ･ Nagasaki University Institute of 

Tropical Medicine･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) 

Dr. Peter Waiyaki, Kenya Medical Research Institute, Deputy 
Director 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ ケニア ） 

日本 
<人/人日> 

A. 1/3
B. 
C. 5/15

ケニア 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 3/9

タンザニア 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 1/4

合計 
<人/人日> 

A. 1/3
B. 
C. 9/28
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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 
19 年度、20 年度のセミナーでは、アフリカの「顧みられない病気」は、

アフリカの自然環境、生物環境、生活環境、そこに生きる人々の生活

様式など様々な要素に規定された感染症であり、その対策には、異な

る学問分野を横断する（学際的）アプローチが必要であることを確認

し、学問領域を越えて（学際的に）研究する風土を醸成することを試

みた。 
 最終年度のセミナーでは、対象となる「顧みられない病気」の現状

について、生物医学的、生態学的、社会学的観点など多方向からの研

究の各機関のこれまでの成果の発表を行い、今後の共同研究の発展性

を探ることを目的とする。 

セミナーの成果 異なる視点からの研究成果の発表を共有することにより、熱帯感染症

研究を学際的に実施する風土を醸成することができた。熱帯感染症の

研究が非常に幅広い異なる分野で行われていることを認識し、それぞ

れの研究の重要性とおもしろさをお互いに知ることによって、専門領

域の異なる研究者間の無関心や不信感を取り除く一助になった。しか

し、実際の発表はひとつひとつ独自の専門性に基づいたものにとどま

り、学際的研究にはまだほど遠いことも、一方で明らかになった。 
セミナーをケニアのナイロビで行うことは、相手国の研究者の参加を

容易にするメリットがあるが、そのメリットは十分活かされた。タン

ザニアからの参加者は 2 名に留まったが、ケニア研究者の参加者は総

数で２６名に上った。 
セミナーの運営組

織 
長崎大学ケニアプロジェクト拠点 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 外国旅費 83,855 円 
謝金   15,217 円 
会場費 108,273 円 
消耗品費 2,361 円            合計額 209,706 円 

相手国(地域) 内容             金額         0 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） 

 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

ケニア 

<人／人日>

タンザニア

<人／人日>

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  2/34 1/3 3/37 

実績    

ケニア 

<人／人日> 

実施計画 1/30   1/30 

実績 1/20 

（1/9） 

 1/20 

（1/9） 

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/30 2/34 1/3 4/67 

実績 1/20 

（1/9） 

  1/20 

（1/9） 

② 国内での交流       人／人日 
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１１．平成２１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 77,000  

外国旅費 4,158,552  

謝金 121,377  

備品・消耗品購入費 534,798  

その他経費 108,273  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0 
大学別経費にて
負担 

計   

委託手数料 500,000 
消費税額は内学
とする。 

合  計 5,500,000  

 
 
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 732,732 1/20 

第２四半期 112,137 0/0 

第３四半期 1,427,183 4/57 

第４四半期 3,227,948 4/53 

計 5,500,000 9/130 

 
 


