
様式１ 

アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１年度 実施計画書 

 
 
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 
（タンザニア）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．採用年度 
 平成 19  年度（ 3 年度目） 
 
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（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）Deputy Director, Dr. Peter Waiyaki 
 
（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。 

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 
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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。 
2) 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． 前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
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) 病原体および中間宿主の分離同定のため、ナイロビの KEMRI 内に設置した実験室

（P2 および P3 レベル:実験者や周辺への感染防御が厳重あるいは高度に厳重なレ

ベル）を整備した（19 年度）。 
2) 採集、分離、保存などの方法について、セミナー等の機会を利用し、３機関の間で

協議したが、一致には至っていない（19，20 年度）。 
3) 細菌性下痢症、特にコレラの分離と分類同定のため、DSS 地域ならびにナイロビ（首

都）周辺における病院を、タイムリーな通報と試料（糞便）の収集が定期的に行え

るよう組織した（19，20 年度）。 
4) その結果、ケニア全土を対象とした下痢症（コレラなど）のアウトブレイク時リフ

ァレンスセンターとして機能するようケニア政府から要請があった（20 年度）。 
5) 細菌性下痢症、特にコレラの分離と分類同定を実施し、その分子生物学的性状を第

17 回国際熱帯医学マラリア会議（韓国済州島）などで発表した（19，20 年度）。 
6) 下痢症発生に直接結びつく生活用水の使用状況調査を行った（20 年度）。 
7) マラリアの媒介蚊（ハマダラカ）、デング熱の媒介蚊（ネッタイシマカ）の全国的調

査を実施した。採集地点はケニア国内の主要国道沿いに 705 カ所。そのうち 214 カ

所からハマダラカが採取された（20 年度）。 
8) 蚊の種の同定など詳細は現在検討中であるが、本事業によるセミナーで途中経過を

発表した（20 年度）。多様性を示す結果が得られることが期待される。 
9) 昆虫媒介性ウイルス出血熱に関与するウイルス分離と同定をウガンダ国境に近い

Busia で開始した（20 年度）。DSS 地域、コースト地域にも拡大する予定。 
10) 住血吸虫症の調査は研究計画作成にとどまった。 
11) ケニア西部地域（Suba）で衛星写真と全地球測位システム（GPS）によるデジタル

地図の作製と、携帯情報端末(PDA)を使用した数万人規模の住民把握を行い、DSS
のシステムを完成した（19，20 年度）。 

12) DSS システムを利用し、調査員による定期的な訪問による人口（出生・死亡）、妊

産婦情報、移動に関する情報収集を継続している（19，20 年度）。（19 年度末から

の不安定な政治状況と治安の悪化により、一時期データ収集が途絶えたが、20 年度
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9 月から再開した。） 
13) DSS 地域の人口ピラミッドは日本の釣り鐘型と異なり三角形に近い形をしている

が、20 歳代前後に人口の突出が観察される特有のものであることが明らかになった。

予備的な調査では、下痢、発熱などの症状には明らかな季節性と地域性が見られる

こと、死亡率は全体で 11.2/1,000、5 歳未満で 17.3/1,000 などが判明した（19 年度）。

（ちなみに 2002 年の先進国における 5 歳未満の死亡率は 7/1,000。） 
14) 5 歳以下の死亡率と殺虫剤処理した蚊帳の使用率を比較した結果、マラリア媒介蚊

であるハマダラカを防御するために使用されている蚊帳が必ずしもマラリアの感染

を予防しているわけではない可能性があることを示した。第 17 回国際熱帯医学マ

ラリア会議（韓国済州島）などで発表した（20 年度）。 
15) 住血吸虫症はいまだに研究計画書の作成中。 

 
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）との共同研

究に関する覚書（平成 17 年 9 月 13 日締結）に基づき、P3 実験室の整備を行った。 
2) タンザニアの旧 IHRDC（Ifakara Health Research & Development Centre）、現

IHI (Ifakara Health Institute)を表敬訪問するとともに、IHRDC 所長を長崎に招

き、共同研究に関する覚書を締結した（19 年度）。 
3) セミナーを毎年開催することにより、3機関の間の意思疎通を促した（19, 20年度）。 
4) 19 年度のセミナーは「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：DSS 運用地域における学際的研究の可能性」と銘打ち、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）で、日本学術振興会と長崎大

学ナイロビ研究拠点の共同主催で実施した。 
5) 19 年度は、それぞれの機関が行っている研究をお互いに紹介し意見を交換するだけ

ではなく、JSPS 国際事業部の大萱千草氏による「JSPS と AA 事業について」の

発表も得て、アジア・アフリカ学術基盤形成事業の意味や制度を理解することに努

めた。さらに、タンザニアの若手研究者が数多く参加できるようなプログラムとし

た。 
6) 20 年度のセミナーは「アフリカにおける"やまい"に対する多角的取り組み」をテー

マとした。野口英世アフリカ賞の第１回目受賞者であるグリーンウッド博士とウェ

レ教授の参加を得て、発表者は、文化人類学を専門とするものから、社会学的アプ

ローチ、生態学的アプローチ、病原体の分子生物学的アプローチまで幅広い分野を

カバーした。 
7) 20 年度セミナーでは、１）経験を交換することにより「やまい」に対する多角的ア

プローチを理解する、２）異なる研究分野を多角的に視野に入れた顧みられない熱

帯病に関する新たな研究のアイデアを得る、３）野口英世アフリカ賞受賞者、ウェ

レ教授とグリ－ンウッド教授のコメントが研究活動をさらに活発化する、が期待さ
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れたが、２）を得るためには時間が不十分であった。タンザニアからは若手社会学

研究者一名を招いた。 
 

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) KEMRI スタッフおよびケニア国内の大学から配属された学生、インターン生（卒

業後の学生）を対象にした P3 実験室使用講習会を実施した（19, 20 年度）。 
2) KEMRI スタッフ、大学から配属された学生、インターン生を研究活動の中に取り

組み、on-job トレーニングを行っている（19, 20 年度）。 
3) 細菌性下痢症の研究においては、ケニア国内の各大学から KEMRI に配属された学

生、インターン生をこの作業に参加させることで教育を行っている。今年度はイン

ターン生一名を日本へ派遣した。 
4) 日本人医学生の研修を行った（長崎大学、滋賀医科大学）。 

 
以上の目標達成状況から見られるように、 
1. 「顧みられない病気」の対策に一歩前進した。 
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）実施できる風土の重

要性を、参加研究者が理解し始めた。 
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の連動が始まった。 
 
７． 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。 
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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 
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。 
 

８．平成２１年度研究交流計画概要 
 

８－１ 共同研究 

 

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

究は全期間を通じて次のように計画している。 

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、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。 

 

計画中、一部は計画に遅れがある。特にタンザニアとの共同研究は具体的に進展して

いない。従って最終年度の 21 年度は上記のうち１、２をケニアで主に実施する。３は

その試験的解析にとどまる。 
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１．熱帯病（マラリア、デング熱等）媒介蚊、出血熱ウイルス、下痢起炎菌（主にコレ

ラ）、住血吸虫、住血吸虫媒介貝を、ケニアで採集、分離、保存し、その特徴を記載す

る。 

 

住血吸虫症 

住血吸虫の多様性と分布を明らかにするため、次の二項目を実施する。 

1) ビルハルツ住血吸虫の遺伝学的多様性 

Kwale 地区の小学校 10 校程度を選び、それらの学校の生徒から採取した虫卵を同地

の伝搬貝に感染させ 1 ヶ月間飼育後、得られたセルカリアをハムスターまたはマウ

スに感染させ 1－2ヶ月後に虫体を回収する。マイクロサテライトによる多様性、地

理的分布を明らかにするための試料採取として行う。 

2) 中間宿主貝の遺伝学的多様性 

Kwale 地区の異なる水域から貝を採取し、マイクロサテライトによる多様性、棲息

地の環境、地理的分布を明らかにするための、試験的調査として行う。 

 

マラリア 

昆虫媒介性疾患の多様性と、その分布を明らかにするため、ケニア全土の主要道路沿い

に採取した蚊を利用して、次の二項目を実施する。 

1) マラリア媒介蚊（ハマダラカ）の地理的遺伝学的多様性 

ケニア各地から採取した蚊のマイクロサテライトによる多様性の分析を、棲息地の

地理環境調査の結果と比較しながら行い、ケニア全土の分布地図を作成する。 

2) デング熱媒介蚊（ネッタイシマカ）の集団遺伝学的多様性 

ケニア各地から採取した蚊のマイクロサテライトによる多様性の分析を、棲息地の

環境調査、地理的分布調査の結果と比較しながら行う。 

 

細菌性下痢症 

腸管細菌の DNA による多様性と、その頻度・分布を明らかにするため、Suba およびナ

イロビ周辺の病院の下痢患者から得られた糞便を使い、次の二項目を実施する。 

1) コレラ、アエロモナス、赤痢、サルモネラ、カンピロバクター、病原性大腸菌、プ

レジオモナス等の分離と分類同定を行い、その頻度を明らかにする。 

2) 変異株（流行している菌株とは異なる性質を持つ細菌株）、耐性菌株（抗生物質が効

かなくなった細菌株）の分離同定を行い、その性質、頻度等を明らかにする。 

 

出血熱ウイルス疾患 

ケニアにおけるデング熱・黄熱の分布や流行の程度を明らかにするため、ウガンダとの

国境に近い Busia 及びその周辺地域から得られた検体を用いて、次の二項目を実施する。 

1) 熱性疾患患者のデング熱、黄熱の抗体価測定を継続する。 
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2) 熱発中の患者からのデングウイルス、黄熱ウイルスの分離と病原性の調査を継続す

る。 

3) 上記の結果に基づき流行地の推定を行う。 

 

２．ケニア西部地域（Suba）において、DSS 各項目の定期的調査を継続する。 

 

ケニアの西地域（Suba）の DSS 

1) 衛星写真と全地球測位システム（GPS）によるデジタル地図の作製と数万規模の住民

把握を継続する。 

2) 調査員による定期的な訪問による人口（出生・死亡）、妊産婦情報、移動に関する情

報収集に加え、疾病発生状況調査を継続する。 

 

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、ナイロビ周辺の調査結果との関連

において明らかにする。 

 

８－２ セミナー 

 

上記疾患研究の東アフリカをまたぐネットワーク形成のため全期間を通じて次のよう

にセミナーの開催を計画している。 

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。 

 

 この計画に基づき、東アフリカをまたぐネットワーク形成のため、最終年度（21 年

度）は、ケニアのナイロビで研究集会を開催し、DSS にもとづく学際的研究、neglected 

diseases 研究の成果を報告する。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。 

 当初の計画では三年間のうち一度は国内（ 長崎大学熱帯医学研究所）で行うことに

していたが、１）日本国内のセミナーはアフリカからの参加者一名あたりのコストが高

く多くの参加者が見込めない、２）若手研究者を出来るだけ多く参加させたいとするケ

ニア、タンザニアからの要望がある、の理由によりアフリカで行うことにした。また、

ナイロビで行うことによって、ケニア国内の大学からの参加者が期待できる。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

上記疾患研究の東アフリカをまたぐネットワーク形成のため、さらに、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のため、全期間を通じた研究

者交流は次のように計画している。 

1. ケニア中央医学研究所（KEMRI）とタンザニアのイファカラ健康研究開発センター

（IHRDC）を中核に、東アフリカ研究者の人的交流を活発化する。 

2. 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。 

3. 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。 

 

この計画に基づき、本年度（21 年度）は、両国の若手研究者の研究能力の底上げをさ

らに推進し、各機関間の協力体制を一層強化する。そのために、 

1) KEMRI の若手研究者、またはインターン生を日本に招聘し研究技術の向上を支援す

る。 

2) 現場に根ざした教育・トレーニングのため若手研究者を日本から派遣する。 

3) ケニア中央医学研究所（KEMRI）とタンザニアのイファカラ健康研究開発センター

（IHRDC、現 IHI、イファカラ健康研究所）との MOU の見直し、ケニア国内の大学と

の協定構築のために、熱帯医学研究所所長または長崎大学副学長をケニア、タンザ

ニアに派遣する。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    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>

 

<人／人日>

 

<人／人日> 

合計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 
 

5/78 

(12/36)
1/3   

6/81 

(12/36)

ケニア 

<人／人日> 
1/30     1/30 

タンザニア 

<人／人日> 
 6/30    6/30 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
1/30 

11/108 

(12/36)
1/3   

13/141 

(12/36)

 

※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。（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。） 

※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 国内での交流計画 

／  <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

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) Peter Waiyaki, KEMRI, Deputy director 

(Tanzania) Salim Abdulla, IHI, Director 

交流予定人数 

（※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

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> 
 2/14  2/14 

ケニア 

<人／人日> 
    

タンザニア 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
 2/14  2/14 

② 国内での交流       人／人日 

２１年度の研

究交流活動計

画及び期待さ

れる成果 

 

（概要）東アフリカにおける感染症の病原体および中間宿主の多様性を明

らかにするため、本年度は、マラリア、媒介昆虫、ウイルス、下痢起炎菌、

住血吸虫、媒介貝などの採集、分離、保存、解析を実施する。一方、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

活様式の調査を行う。 

（特徴および期待される成果）病原体および中間宿主の多様性およびその

地理的分布を明らかにすることによって、東アフリカ地域における感染症

流行の病原体や中間宿主側から見た地域別特徴を明らかにすることができ
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る。さらに DSS システムがすでに完成している地域においては、患者発生、

死亡などの情報と照合することにより、病原体や中間宿主の多様性が感染

症流行に与える影響を明らかにすることができる。 

日本側参加者数  

10 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）国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施する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 8 月 26 日 ～ 平成 21 年 8 月 28 日（3 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）ケニア、ナイロビ、日本大使館 
（英文）Kenya, Nairobi, Embassy of Japan 

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. 
B. 2/27
C. 12/36

ケニア 

<人／人日> 

A. 1/5
B. 
C. 8/24

タンザニア 

<人／人日> 

A. 6/30
B. 
C. 

合計 
<人／人日> 

A. 7/35
B. 2/27
C. 20/60

 
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 
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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。 
期待される成果 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期待できる。そ

れにより、異なる領域の研究者間の無関心や不信感を取り除き、実

際に学際的研究の重要性を我が国と当該国学術機関双方が再確認

し、研究成果を相互に高めることが期待できる。 
 そのような学際的研究を保証するために共同研究を行ってきた。

その共同研究の報告は、その成果や具体的な問題点を皆が理解する

上で極めて貴重である。ケニアの DSS への参画や、長崎大学ケニ

アプロジェクト拠点が整備している病原体を最先端のレベルで扱

うことの出来る実験室の利用が促され、それらを連動することで、

今後もこれまでにない学際的研究成果を得ることが期待できる。 

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

概算額 

日本側 内容               金額   1,450,000 円 
国内旅費 200,000 円 外国旅費 1,000,000 円 謝金 100,000 円

その他経費 100,000 円 外国旅費・謝金にかかる消費税 50,000 円

（  ）国

（地域）側 
内容              金額 
    負担なし 
 

（  ）国

（地域）側 
内容              金額 
    負担なし 
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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> 
 2/34 1/3 3/37 

ケニア 

<人／人日> 
1/30   1/30 

タンザニア 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
1/30 2/34 1/3 4/67 

②  国内での交流       人／人日 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 500,000 国内旅費、外国旅費の

合計は、研究交流経費
の５０％以上であるこ
と。 外国旅費 3,300,000

謝金 200,000  

備品・消耗品購入費 540,000  

その他経費 300,000  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

160,000  

計 5,000,000
研究交流経費配分額以
内であること 

委託手数料 500,000

研究交流経費の１０％
を上限とし、必要な額
であること。 
また、消費税額は内額
とする。 

合  計 5,500,000  

 
 
１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 1,210,000 1/30 

第２四半期 1,800,000 9/87 

第３四半期 890,000 2/7 

第４四半期 1,100,000 1/17 

合計 5,000,000 13/141 

 


