
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： 北海道大学大学院獣医学研究科 
（ザンビア）拠点機関： ザンビア大学獣医学部 
（    ）拠点機関：  

 
２．研究交流課題名 

（和文）：アフリカ大陸における野生動物医学とケミカルハザードサーベイランスの学術基盤形成 
                   （交流分野：  応用獣医学       ）  
（英文）：African network of research on wildlife medicine and hazard                

                   （交流分野： Applid Veterinary Science ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http:// www.vetmed.hokudai.ac.jp                                 
 
 
３．開始年度 

平成 21 年度（ 1 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：北海道大学大学院獣医学研究科 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大学院獣医学研究科・研究科長・伊藤茂男 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院獣医学研究科・准教授・石塚真由美 
 協力機関： 
 事務組織：北海道大学学術国際企画部国際企画課、獣医学研究科・獣医学部 事務部 
 
 
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：ザンビア共和国 
拠点機関：（英文）the University of Zambia, Samora Machel School of Veterinary Medicine 

      （和文）ザンビア大学 獣医学部 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Samora Machel School of Veterinary 
Medicine,Lecturer,Muzandu Kaampwe 
 協力機関：（英文） 
      （和文） 
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（２） 国 （地域）名： 
拠点機関：（英文） 

      （和文） 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 
 協力機関：（英文） 
      （和文） 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
残留性汚染物質 POPs（Persistent Organic Pollutants）の分布に国境はなく、その汚染は

地球規模で広がっている。北半球では、先進国はもとより、東南アジア地域については、

すでに広範囲な地域においてこれら POPs 汚染の実態が把握・報告され、環境中の動態や

輸送経由も明らかにされてきた。日本の環境協力の理念と行動計画を示した「持続可能な

開発のための環境保全イニシアティブ（EcoISD）」に基づき、アジア地域では既に POPs
汚染実態把握の取り組みがなされている。一方で、南半球における POPs の汚染の実態は

不明であり、その動態・地球規模の循環、そして生態系への影響について、殆どデータは

ない。南半球には大型哺乳類や鳥類の多様性に富むアフリカが位置しており、特にアフリ

カではその豊富な資源を目的として、近年、各国による鉱床などの急激な開発による汚染

の進行が懸念されている。南半球の汚染源となりかねないアフリカについて、2008 年横浜

で開催された TICAD（アフリカ開発会議）では環境問題がその主要な課題として取り上げ

られた。しかし、議題は主にアフリカの温暖化、二酸化炭素排出規制についてであり、急

激に進む化学物質の環境への放出や生態系の汚染に関しては具体的な取り組みは示されて

いない。アフリカ生態系の汚染の調査も実施されていないことから、方針を打ち出すこと

ができない状態にある。これらの国々では開発優先のために環境のケミカルハザード問題

については取り組みが後回しにされており、他国の援助も殆ど行われていない。そこで、

本研究では、国政が安定し、近隣諸国と非常に調和の取れた関係を持つザンビアに、アフ

リカの環境汚染の調査・研究に関する拠点を形成する。ザンビア共和国を中心に、アフリ

カ各国において調査を展開する拠点形成と同時に、ザンビア共和国において環境汚染の研

究のシンポジウムを開催し、アフリカ諸国における環境研究のボトムアップと研究ネット

ワークの構築、情報の収集を行い、急激な開発が進むアフリカにおいて、環境とのバラン

スが取れた開発を進めるための基礎データと指針を提供する学術基盤を創成する。 
 
６．平成２１年度研究交流目標 
1) 共同研究・研究者交流 

アフリカ各国では、急激な鉱床開発や農薬の乱用により、魚類の大量死や草食動物の

変死、高次野生動物の棲息地の移動による生態系の変動が報告されている。これらの

事象は、環境汚染の拡大に伴って不可逆的となるため、現時点で緊急の調査を行い、
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その対策を講じることはまさに急務である。生態系のサーベイランスに野生動物医学

の知識を必要とすることから、ザンビア大学では獣医学部を中心に調査を行うための

研究体制を構築する。また、現地では、これらの環境汚染の調査を行いたいが研究設

備だけではなく、調査にあたっての専門知識や経験の不足から、環境汚染サーベイラ

ンスに関する研究指導・教育の要望も強い。そこで、北海道大学獣医学部から毎年研

究者を派遣すると同時に、日本にザンビア大学の研究者及び学生を招聘し、環境汚染

サーベイランスのトレーニングを実施する。同時に、希少動物からの非侵襲的な生体

センシングの技術に関する共同開発やケミカルハザードに関する臨床診断のトレーニ

ングを行い、ケミカルハザードの野生動物医学の拠点を創成する。 
 

2) セミナー等学術会合の開催 

アフリカ各国（南アフリカ、タンザニア、ケニア、ナイジェリア、エジプト、ガーナ、

カメルーンなど、計 10 カ国程度、環境汚染に関する研究が行われている国や、高次生

態系が多様性に富む国、環境汚染が進行している可能性がある国）の毒性学研究者を

ザンビア大学に招聘し、International Field Toxicology Symposium in Africa として、

国際シンポジウムを開催する。本シンポジウムは、ザンビア大学で実施することで、

アフリカにおける環境ネットワークの拡大を目指す。また、21 年度末に北海道大学に

おいてセミナーを開催し、当該事業の成果について報告し、今後の方針についてのデ

ィスカッションを行う。 
 

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 

ザンビア大学を拠点に各国との共同体制を構築しつつある。今年度はザンビア共和国およ

びアフリカ諸国との研究協力体制の構築のために以下のように交流の成果が得られた。 

 
1) 国際シンポジウムの開催 

① ザンビア大学獣医学部において、 JSPS AA Science Platform Program 
International Field Toxicology Symposium in Africa のシンポジウム名で国際シ

ンポジウムを開催した。シンポジウムではタンザニア、ケニア、ガーナ、南アフリ

カ共和国、ボツワナ、ナイジェリアの研究者を 1 名ずつ招聘し、ザンビア大学の研

究者と合わせて 14 名のスピーカーによる講演会を行った。なお、後述するが、エ

ジプトからの招聘者は直前のキャンセルにより欠席となった。当日はザンビア大学

の研究者および大学院生を合わせて約 75 名が参加し、アフリカ諸国の化学物質汚

染による環境問題に関して活発な議論が行われた。 
② シンポジウム終了後、各国からの招聘研究者を中心に、今後のネットワークの構築

の方向性や方法などに関しても話し合いを行った。 
③ シンポジウム開催後、プロシーディングを発行し、各国に配布した。 
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2) ケニアとの共同研究体制と予備調査の開始 

① ケニアへ若手研究者を日本から派遣し、ナイロビ大学や動物管理局との事前協議及

び研究のための予備調査（動物および環境試料の採集と輸入）を行った。 
② 本事業は、当該事業経費によるネットワーク構築に加えて、文部科学省・科学研究

費補助金によって、環境汚染サーベイランスに関する共同研究を行うことを計画し

ている。そこで、事前協議及び予備調査後に、さらに文部科学省・研究費補助金に

よって研究者および大学院生らがケニアに渡航し、予備調査を進めた。 
 

3) ガーナとの共同研究体制の構築 

① 若手研究者および大学院生らがガーナに渡航し、クワメ・ンクルマ大学（クマシ市）

理学部化学分野と Memorandum of Understanding（MOU）締結のための事前協

議及び共同研究のための予備調査を行った（渡航者は当該事業の参加研究者である

が、当該事業による支出ではないため、交流者人数として記載していない）。 
② クワメ・ンクルマ大学がセミナーを企画し（参加者は大学院生および研究者ら約

50 名）、渡航した大学院生の研究発表により、現地研究者や大学院生らと、環境汚

染のサーベイランスに関してディスカッションを実施した。 
 

７－２ 学術面の成果 

1) ザンビア共和国における環境汚染の現状 

① ザンビア共和国において環境汚染の共同サーベイランスを実施し、鉱床の開発から

放出されたと思われる重金属が 500km 離れて安全と思われていた国立公園にも到

達し、棲息動物に影響を及ぼしている可能性を初めて明らかにした。 
② また、ザンビア共和国国内において飼育動物や野生動物の採集を実施し、蓄積する

環境汚染物質やそれに対する生体反応の解析を行っている。現時点で飼育動物にも

鉱床由来の重金属が高濃度に蓄積し、生体反応が出ている可能性を示唆する結果が

得られた。そこで、来年度はヒトへの影響について調査をすることを目的に、ザン

ビア大学獣医学部と打ち合わせ、準備を進めることとなった。 
 

2) アフリカに棲息する野生動物の環境汚染バイオマーカーのクローニング 

① 環境汚染に対する生体反応を検出するためのバイオマーカーについて、ザンビア共

和国を中心にアフリカに棲息する野生動物の採集を行い、候補マーカー（シトクロ

ム P450、メタロチオネインなど）のクローニングを開始した。 
 

3) アフリカ諸国における環境汚染問題の洗い出し 

① アフリカ諸国において問題となっている環境汚染の洗い出しを行うことができた。

特に下記の点が問題となっていることが分かった。 
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 DDT など有機塩素系農薬については、比較的各国で研究がすすめられている。

ただし、環境・生物への蓄積が主で、それらに対してどのような毒性が起こ

っているのか（あるいは起こっていないのか）、医学的・獣医学的な視点から

の調査はない。 
 重金属の汚染について、一部の地域では調査が実施されている。しかし、元

素数も少なく、特に水銀に関数データはほとんど示されていない。また、環

境試料の分析データが公開されているのみで、生物に関するデータはほとん

ど報告されていない。 
 有機リン剤などの汚染は、規制がある国とない国が混在し、国際河川の汚染

が懸念される。有機リン系農薬は比較的半減期が短いが、イリーガルな使用

も指摘されており、環境汚染に関して各国研究者は懸念事項としてあげてい

るが、その実態は明らかにされていない。 
 有機フッ素系化合物、ジフェニルエーテルなど、比較的最近になってその汚

染が指摘されているいわゆる新興化学物質に関する調査は、南アフリカを除

けばほとんど報告されていない。 
そこで、来年度より、上記で明らかになった各問題点をもとに、共同研究を実施するこ

ととした。 
 

７－３ 若手研究者養成 

1) 短期トレーニングの実施 

平成 21 年度は、ザンビア共和国からは若手研究者を当該研究費により 1 名（2 週間）、

また大学院生を相手国側経費により 1名招聘し（2ヶ月間）、環境汚染サーベイランスの

トレーニングを実施した。 

 

2) 国際シンポジウムにおける大学院生の発表と参加 

国際シンポジウムでは、大学院生が 3 名（日本 1 名、ザンビア共和国 1 名、ボツワナ 1

名）、講演者として発表した。ただし、後述のように、各国研究者らとのディスカッシ

ョンの結果、さらに大学院生の参加をすることが次回シンポジウムの課題となった。 

 

3) 外国人大学院学生の受入強化 

当該事業では、当初の計画として外国人大学院生受け入れ強化のために、国費留学生の

優先配置プログラムと連携して外国人の博士課程受け入れ強化を行うこととしていた。

平成 21年度に受け入れ強化のための検討を行い、平成 22年度 4月入学で国費留学生（エ

チオピア）1 名の受け入れが決定し、平成 22 年度 10 月入学で国費留学生（ザンビア共

和国）1 名について最終候補者として準備を進めている。 
 

4) 女性研究者の支援 
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女性研究者の支援策として、ザンビア大学におけるシンポジウムへの招聘や、日本にお

ける短期トレーニング枠に、積極的に女性研究者および大学院生を登用することを計画

した。平成 21 年度は、シンポジウムに 3 名の女性研究者および大学院生を招聘し、日

本において女性の大学院生 1 名を短期トレーニングに招聘した。前述した平成 22 年度

の国費留学生（ザンビア共和国）1 名についても女性である。また、ガーナのクワメン

クルマ大学との話し合いにより、来年度に開始する共同研究サーベイランスに女性の大

学院生を参加させることで合意した。 
 

７－４ 社会貢献 

1) ザンビア共和国の野生動物管理局をはじめとする行政機関の研究者への貢献 

① ザンビア共和国の野生動物管理局に当該事業による環境汚染のデータを提供し、

国立公園からの動物の移動に関する参考データとされた。 

② 当該シンポジウムには、野生動物管理局の研究者も招聘し、各国研究者を交えた

ディスカッションを行った。また、食糧省や環境省の行政サイドからもシンポジ

ウムへの参加があり、アフリカ諸国における環境汚染問題を共有することができ

た。 

 

2) ザンビア共和国のゲームランチとの共同研究 

研究機関以外の組織とも協力体制を得た。ザンビア共和国の国立公園周囲に位置する

ゲーム・ランチ（Game Ranch）より野生動物の試料の提供を受け、分析後に環境汚染

物質の蓄積状況などを報告することでデータ提供を行うことにした。採集した試料に

ついては、現在、環境汚染物質を分析中であるが、一方で、同時に新規遺伝子のクロ

ーニングも実施し、今後実施予定のバイオマーカーによる汚染影響のスクリーニング

方法の確立のためのツールとすることができた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

1) 国際シンポジウムに関わる今後の課題・問題点 

国際シンポジウムの終了後、各国研究者らとディスカッションを行い、来年度のシン

ポジウムに係る課題について話し合いを行った。各国研究者より、下記の点が検討す

べきポイントとして挙げられた。 
① いずれの国の研究者からも、今後、当該シンポジウムに大学院生を参加させたいとの要

望が強かった。今回は各国より環境毒性学に関わる視点で研究を進めている国々から研

究者を国際シンポジウムに招聘した。一方で、今回、当該シンポジウムで、研究発表の

形で参加をした大学院生は 3 名に限られている。一般参加の形で大学院生らの聴講やデ

ィスカッションの参加はあったが、各国研究者からは、将来的に研究を担う大学院生の

さらに積極的な参加を実現してほしいとの要望があった。しかし、より多くの大学院生

を当該シンポジウムに参加させるためには、経費の問題もあり、今後の検討課題となっ
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た。 
② 世界最大の環境毒性学会で SETAC（Society of Toxicology and Chemistry）では近年

になりアフリカ支部ができ、アフリカ大会が実施されている。しかしながら、経済的な

事情から、アフリカ諸国からの研究者の参加は少ないとの現状が、アフリカ支部長（ダ

ルエスサラーム大学、Michael Kishimba 氏）より報告された。今回のように、招聘の

形で研究者の参加を助成する国際シンポジウムは、ネットワーク構築期である現時点で

は非常に意義が大きく、今後も継続的に続けてほしいとの要望が出された。 
 

2) アフリカ諸国からの研究者招聘に関する問題点 

① エジプトから研究者をシンポジウムに 1 名招聘していたが、当日突然のキャンセルが

あり、先方から直接には十分な説明がないまま、不参加となった。エジプトは北アフ

リカ諸国の中でも重要な地位を占める国家であり、環境汚染が急激に進行している状

況や、他のアフリカ諸国に比べて比較的研究環境が整っていることから、当該事業の

相手国としては必須と考えられる。その為、平成 22 年度も招聘を実施することを検討

しているが、今後、エジプトを含め、このような事態（突然のキャンセル）が起こる

ことは十分に考えられるため、対策が必要であると考えられる。 
② アフリカ諸国の研究者を日本側の参加者として登録しているが、アフリカ諸国とのネ

ットワークを形成するという本来の趣旨を考慮すると成果として見えにくく、登録方

法に関しては工夫が必要と思われた。 
 

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 5 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 3 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 

当該事業費は、アフリカにおけるセミナー開催経費に殆どを充当してるため、実際の共同

研究については、文部科学省科学研究費補助金などの別経費により支出することで共同研

究を計画した。平成 21 年度は下記の通り共同研究を実施した。 
 
1) サンビア共和国との共同研究 

21 年度 5 月～6 月に、ザンビア共和国に渡航し、本事業のための打ち合わせをザンビ

ア大学の本事業の参画研究者らと行った。その際、主要な機器は現地に搬入済みであ

るが、現地研究者らと話し合い、追加機器の輸送、試薬やディスポーザブル器具の補

充、フィールド調査の準備を行った。また、重金属汚染（鉛など）の亢進が報告され
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ているザンビア共和国のカブエを中心に、本学の教員および大学院生らを派遣し、現

地の研究者とともに、研究チームを作り、家畜や野生動物の捕獲と試料の収集を行っ

た。 

 
2) ケニアとの共同研究 

平成 21 年 6 月及び 9月に、農薬汚染が報告されているケニアにおいて、本学の教員お

よび大学院生らを派遣し、現地の研究者（International Livestock Research Institute

研究員、ナイロビ大学獣医学部・大学院生）とともに、家畜や野生動物の捕獲と環境

試料の収集を行った。 

 
3) ガーナとの共同研究 

平成 22 年 2 月にガーナに渡航し、重金属汚染（水銀など）の調査のために、クワメ・

ンクルマ大学理学部化学分野の研究者らと、研究の打ち合わせおよび予備調査を実施

した。 
 

８－２ セミナー 

1) S-1 International Field Toxicology Symposium in Africa 

ザンビア大学獣医学部において、平成 21 年 10 月 12 日～平成 21 年 10 月 16 日（5日間）

に国際シンポジウムを実施した。その際、ケニア、タンザニア、南アフリカ（及びボツ

ワナ）、ナイジェリア、ガーナから 6 名の研究者を招聘し、ザンビア大学、北海道大学

の研究者とともに、環境汚染の現状について活発な意見交換を行った。当該セミナーに

は一般の学生や研究者も参加し、総計 75 名の参加者によってディスカッションがすす

められた。アフリカの各国研究者同士がこのように一同に会して環境汚染に関する意見

交換を行う機会はめったにないため、国際シンポジウムとして参加者らに非常に高い評

価を受けた。アフリカ諸国の環境汚染の現状が予想よりも進んでいることが明らかとな

り、今後、国際的な共同サーベイランスを進める必要性があることで合意した。また、

当該シンポジウムには、ザンビア共和国の野生動物管理局、食糧省、環境省の研究者ら

も参加し、行政サイドからの発表や意見交換も実施された。 

 

2) その他のセミナー 

平成 21 年度は、上記のセミナー以外に、臨時で下記のセミナーも実施した。 

① アフリカにおける環境汚染問題に関するセミナー 

平成 22 年 1 月 6日に、ザンビア大学獣医学部学部長の訪問により、アフリカ

における環境汚染問題に関するセミナーを実施した。日本からは当該事業参

加研究者や大学院生を含め、約 20 名の参加によってセミナーが実施された。 

② ガーナ、クワメ・ンクルマ大学におけるセミナー 

平成 22 年 2 月 3 日に、クワメ・ンクルマ大学の理学部・化学分野において、
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約 50 名の研究者および大学院生が参加し、セミナーが開催された。セミナー

では、当該事業参加者によって、ザンビア共和国での共同サーベイランスに

関する研究発表が行われ、ディスカッションが実施された。 

 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

1) 若手研究者のトレーニング 

若手研究者を日本に招聘し、短期トレーニングを行った。ザンビア大学より大学院生

および若手研究者を招聘し、環境汚染の生体影響の検出方法に関して、2週間から 2ヶ

月間の実験技術のトレーニングを行った。 

 

2) 在ザンビア共和国大使館特命全権大使との交流 

3 月 4 日に、在ザンビア大使館特命全権大使が北海道大学大学院獣医学研究科を訪問し

た。当該事業の内容に関して説明を行った。 

 

3) 国内交流 

① ザンビア大学獣医学部長とのミーティング（国内交流 2/2） 

ザンビア大学獣医学部学部長が来日し、北海道大学大学院獣医学研究科長と、当

該事業に関するミーティングを行い、今年度のシンポジウムの成果や来年度以降

の予定について話し合われた。この中では、これまでの研究成果を踏まえて、動

物だけではなく、さらにヒトにおける毒性影響のサーベイランスも実施すること

が決まった。 

② 共同研究の報告セミナーと打ち合わせ（国内交流 15/15） 

3 月 5 日に北海道大学大学院獣医学研究科において報告セミナーと会議を開催し、

本年の当該事業の成果（国際シンポジウムの開催、若手研究者の招聘とトレーニン

グ、共同研究の進捗状況）について報告し、ディスカッションを行った。また、今

後の方針についての意見交換が行われ、平成 22 年度には研究者に加えてさらに大

学院生も含めた国際シンポジウムをザンビア大学で実施すること、国内交流事業と

して、北海道大学で来期開催されるアジア獣医科大学協議会においても、当該事業

について報告することになった。 
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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>

ザンビア 

<人／人日>

ケニア 

<人／人日>

ガーナ 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  8/68 4/49 0/0 12/117 

実績 6/62（2/36） 1/23（2/12） （2/18） 7/85（6/66） 

ザンビア 

<人／人日> 

実施計画 1/60    1/60 

実績 1/16（1/60）   1/16（1/60） 

ケニア（日本側参

加研究者） 

<人／人日> 

実施計画  0/0   0/0 

実績  1/3  1/3 

ガーナ（日本側参

加研究者） 

<人／人日> 

実施計画  0/0   0/0 

実績  1/5  1/5 

タンザニア（日本

側参加研究者） 

<人／人日> 

実施計画  0/0   0/0 

実績  1/5   1/5 

南アフリカ（日本

側参加研究者） 

<人／人日> 

実施計画  0/0   0/0 

実績  2/6   2/6 

ナイジェリア（日

本側参加研究者） 

<人／人日> 

実施計画  0/0   0/0 

実績  1/5   1/5 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/60 8/68 4/49  13/177 

 実績 1/16（1/60） 12/86

（2/36） 

1/23（2/12） 0/0 

（2/18） 

14/125 

（7/126） 

※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 

 10／20  ＜人／人日＞  17／ 17＜人／人日＞ 
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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 21 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名  （和文）アフリカ大陸におけるケミカルハザードサーベイランス 

 （英文）Chemical hazard surveillance in Africa countries 

日本側代表

者 

氏名・所属・

職 

 （和文）石塚真由美・北海道大学大学院獣医学研究科・准教授 

 （ 英 文 ） Mayumi ISHIZUKA, Graduate School of Veterinary 

Medicine,Hokkaido Universuty, Associate Professor 

相手国側代

表者 

氏名・所属・

職 

 Muzandu Kaampwe, Samora Machel Scool of Veterinary Medicine, the 

University of Zambia, Lecture 

 

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 ザンビア ケニア ガーナ 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/33 4/49 0/0 7/82 

実績 1/6（2/36） 1/23（2/12） （2/18） 2/29

（6/66） 

ザンビア 

<人／人日> 

実施計画 0/0    0/0 

実績 1/16   1/16 

 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 3/33 4/49 0/0 7/82 

実績 1/16 1/6（2/36） 1/23（2/12） （2/18） 3/45

（6/66） 

③  国内での交流  2/2    人／人日 

２０年度の

研究交流活

動及び成果 

 21 年度 5 月～6 月にザンビア大学に渡航し、本事業のための打ち合

わせと、共同実験のための機器の充実を図った。既に、主要な機器

は現地に搬入済みであるが、追加機器の輸送、試薬やディスポーザ

ブル器具の補充、フィールド調査の準備を行った。また、重金属汚

染の亢進が報告されているザンビア共和国のカブエ、農薬汚染が報

告されているケニア、水銀汚染や農薬汚染が懸念されているガーナ
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各地へ、教員、博士研究員、大学院生を派遣し、現地の研究者（ザ

ンビア共和国：ザンビア大学教員、ケニア：International Livestock 

Research Institute 研究員、ガーナ：クワメ・ンクルマ大学）とと

もに、家畜や野生動物の捕獲と試料の収集を共同で行った。ザンビ

アでは、鉱床周辺において野生ラットや家畜に重金属（Kabwe 近辺

において鉛、カドミウム、コッパーベルト周辺で銅など）が蓄積し

ていること、その蓄積による生体反応（マーカー分子のメタロチオ

ネインの上昇やサイトカインの変動）が起こっていることが明らか

となった。またガーナの銀採掘近辺における魚類では水銀の蓄積量

が上昇していることも明らかとなり、採掘活動による環境への影響

が認められた。なお、ザンビア共和国、ケニアおよびガーナへの研

究調査のための渡航の一部は、当初の申請通り、当該事業により経

費以外（文部科学省科学研究費補助金など）によって実施したため、

上記表には含まれない（カッコ書きで記載）。 

 日本側参加者数  

18 名  （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

 （ザンビア）国(地域)側参加者数 

12 名  （１３－２（ザンビア）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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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 アジア・アフリカ学術基盤形成事業

フィールドトキシコロジーシンポジウム 
（英文）JSPS AA Science Platform Program“International Field 
Toxicology Symposium in Africa” 

開催時期 平成 21 年 10 月 12 日 ～ 平成 21 年 10 月 16 日（5 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）ザンビア大学 
（英文）the University of Zambia 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）石塚真由美・北海道大学大学院獣医学研究科・准教授 
（英文）Mayumi ISHIZUKA, Graduate School of Veterinary 
Medicine, Hokkaido University, Associate 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) 

Muzandu Kaampwe, Samora Machel School of Veterinary 

Medicine,the University of Zambia, Lecture 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ ザンビア ） 

日本 
<人/人日> 

A. 5/56
B. 1/6
C. 

ケニア 
（日本側参加研究者） 

<人/人日> 

A. 1/3
B. 
C. 

ガーナ 
（日本側参加研究者） 

<人/人日> 

A. 1/5
B. 
C. 

タンザニア 
（日本側参加研究者） 

<人/人日> 

A. 1/5
B. 
C. 

南アフリカ 
（日本側参加研究者） 

<人/人日> 

A. 2/6
B. 
C. 

ナイジェリア A. 1/5
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（日本側参加研究者） 
<人/人日> 

B. 
C. 

ザンビア 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 17/85

合計 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 29/171

※：セミナーへの参加研究者として日本側から 13 名を登録していたが、そのうち、エジプ

トからの研究者が直前のキャンセルで不参加となったため、12 名の参加となっている。 
 
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 
アフリカ各国の毒性学研究者をザンビア大学に招聘し、International 
Field Toxicology Symposium in Africa の国際シンポジウムを開催し

た。当該シンポジウムでは、アフリカ諸国の研究者らを招聘し、現在

進行している環境汚染問題に関して、今後どのような研究が必要なの

か、各国研究者らと問題点の洗い出し、今後の研究の方向性について

方針を打ち出すことを目的とする。 
本シンポジウムは、日本ではなく、ザンビア大学で実施することで、

アフリカにおける環境毒性学の研究者の交流を図り、研究者ネットワ

ークの構築と拡大を目指す。 
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セミナーの成果 シンポジウムでは、ザンビア共和国、ボツワナ、南アフリカ共和国、

タンザニア、ケニア、ナイジェリア、ガーナなど、開発が急激に進み、

農薬や重金属、廃棄物など、さまざまな環境問題を抱える計 7 カ国か

ら計 13 名の研究者らが参加し、各国の現状について発表した。また、

一般の聴講を含めて 75 名の参加者によって、活発なディスカッション

が行われた。当該シンポジウムの企画により、以下の成果が得られた。

 
1) 研究者間の交流と情報交換を行った。また、研究機関の研究者間だ

けではなく、行政機関の研究者（食糧省、環境省、野生動物管理局）

も参加し、行政サイドからのディスカッションも行うことができ

た。 
2) ネットワークを構築したことでその後の共同研究の立ち上げへと

発展した。ガーナとはシンポジウム終了後に、共同研究に関する事

前打ち合わせや予備調査を実施した。また、各国における将来的な

共同研究・調査にあたって、各国の協力を得ることについて合意し

た。 
3) 環境汚染の進行に関する国ごとの現状と問題点を洗い出し、把握す

ることができた。これらの問題点については、来年度からの共同研

究の指針とすることになった。 
セミナーの運営組

織 
シンポジウムはザンビア大学において開催した。当該シンポジウムは、

日本国側およびザンビア共和国側のコーディネーターを中心に企画・

運営した。また、係る経費は運営事務局として、北海道大学学術国際

部国際企画課長によって管理された。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容     外国旅費    金額  3,728,235 円 
        記念品          60,544 円 
 レセプションディナー          92,518 円 

相手国(地域)                        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>

 

<人／人日>

 

<人／人日>

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

ザンビア 

<人／人日> 

実施計画 1/60   1/60 

実績 0/0（1/60）  0/0（1/60） 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/60   1/60 

実績 0/0   0/0 

②  国内での交流  15/15  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 509,824  

外国旅費 3,800,429  

謝金   

備品・消耗品購入費 119,312  

その他経費 367,702  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

202,733  

計 5,000,000  

委託手数料 500,000  

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 0 1/23 

第２四半期 2,650,658 0/0 

第３四半期 1,476,447 14/88 

第４四半期 872,895 16/31 

計 5,000,000 31/142 

 
 


