
 
 

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： 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疾病対策環境衛生総局 
（  タイ  ）拠点機関： マヒドン大学熱帯医学部 
（   中 国   ） 拠 点 機 関： 四川省寄生虫病研究所 
（   モ ン ゴ ル  ） 拠 点 機 関： モンゴル厚生省感染症センター 
（  カ メ ル ー ン  ） 拠 点 機 関： カメルーン国立医学研究所 

 
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（Ⅱ）            

                   （交流分野：寄生虫学、熱帯医学）  
（英文）：Establishment of Research Center for Cestode Zoonoses in Asia and Africa (Ⅱ)         

                   （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２１年度（ １ 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：鳥取大学農学部 
 事務組織：総務部総務課 
 
 
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）Directorate General, Disease Control and Environmental Health,  

Ministry of Health Indonesia 
      （和文）インドネシア厚生省疾病対策環境衛生総局 
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 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Sub-Directorate of Cardio-Vascular 
Disease, Head, Dr. T. Wandra 

 協力機関：（英文）Udayana University 
      （和文）ウダヤナ大学 
 
（２）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, The Acting 

Dean, J. Waikagul 
 協力機関：（英文）Chengmai University School of Medicine 
      （和文）チェンマイ大学医学部 
 
（３）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Sichuan Institute of Parasitic Disease Control 

      （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）Director General, Dr. D. Qiu 
協力機関：（英文）Xinjiang Medical University 

      （和文）新疆医科大学 
協力機関：（英文）Qinghai Institute of Endemic Diseases 

      （和文）青海省地方病研究所 
 
（４）国（地域）名：モンゴル 
拠点機関：（英文）National Center for Communicable Diseases 

      （和文）モンゴル厚生省感染症センター 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Director General, Dr. N. Dulmaa 
協力機関：（英文）Health Sciences University of Mongolia  

      （和文）モンゴル健康科学大学 
 
（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所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Professor, Dr. R. Moyou-Somo 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
WHO エキノコックス症非公式作業部会において「アジアにおける免疫・遺伝子研究レファ

レンスセンター」に指定され、寄生虫学の専門誌として最も歴史が古く、国際的に最も高

い評価を得ている Parasitology（英国寄生虫学会がケンブリッジ大学から出版）のアジアか

ら唯一の編集委員、また日本寄生虫学会が出版している国際専門誌 Parasitology International

の編集委員、さらに米国立衛生研究所が中心になって立ち上げた、商業誌から独立した専

門誌のひとつである PLoS Neglected Tropical Diseases の編集員として、国際的なレベルアッ

プ活動を展開してきている実績に基づき、アジア・アフリカにおける研究水準の向上、研

究者の質の向上、研究論文作成の指導も含めたリーダーシップを確保し、専門である人畜

共通寄生虫病（特にエキノコックス症、脳嚢虫症他）に関する分子から流行の現場までの

総合研究に関する共同研究を展開し、参加国における医学研究水準の向上に資することを

目標とする。 

 
 
６．平成２１年度研究交流目標 
① 各国で問題になっており、共通の寄生虫病対策プロジェクトを共同研究として実施し、

各国の若手研究者を日本に招へい、自国の研究材料を自分で解析させ、各国の成績を有

機的に取りまとめる形の共同研究論文を完成させる。 

１）インドネシアではバリ島その他の島におけるテニア症、嚢虫症ならびに土壌伝播性

寄生虫病、２）タイではカンチャナブリ地方を中心に人体寄生３種類のテニア条虫、嚢

虫症ならびに土壌伝播性寄生虫病、３）中国では四川省、青海省を中心に、エキノコッ

クス症、テニア症、嚢虫症、４）モンゴルではエキノコックス症、テニア症、５）カメ

ルーンでは肺吸虫症、嚢虫症等を対象疾患として、それぞれの国の拠点機関が中心にな

り流行疫学調査を実施する。各国の研究者を旭川医科大学に招聘し、サンプルの解析、

論文作成を含む技術移転セミナーを実施し、国際共同研究論文作成の指導を行う。今後

の各国間での協力体制構築について、E-mail で意見交換、討論会情報交換を行うためのシ

ステムを設置し、自力で研究を実施できる若手研究者の育成を図る。 

② ２００９年１２月にタイで開催される第６回食品媒介人畜共通寄生虫病国際セミナー

の場で、各国の若手研究者、代表研究者を招き、本事業による国際シンポジウムを主催

する。この国際セミナーの前にタイ、カンチャナブリでのテニア症に関する疫学調査に

参加し、技術指導を行う。 

③ ２０１０年２月に各国の拠点あるいは協力研究機関の研究者を旭川医科大学に招聘し、

遺伝子解析技術移転セミナーを開催し、同時に各国のサンプルを用いる遺伝子解析成績

を有機的に取りまとめる共同作業を実施し、共同研究論文を完成させる。 
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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 インドネシア：インドネシア厚生省疾病対策環境衛生総局ならびにウダヤナ大学と

の共同研究が進展し、ウダヤナ大学との協力体制が強化された。２００９年１１月に

ウダヤナ大学が主催した脳疾患国際会議に、インドネシア厚生省疾病対策環境衛生総

局の Dr.T.Wandra 部長と伊藤が招聘され、特別講演を行った。 

② タイ：マヒドン大学とのカンチャナブリにおけるテニア症、嚢虫症共同調査研究が

進展し、協力体制が強化された。 

③ 中国：四川省でのテニア症、嚢虫症共同調査研究が進展し、協力体制が強化された。

特にチベットでのエキノコックス症調査、医療技術向上に向けた技術支援で、米国の

ボルダー市とラサ市が姉妹都市になっており、四川省寄生虫病研究所の推薦で、旭川

医科大学が血清診断法の技術指導の要請を受けた。 

④ モンゴル：モンゴル厚生省感染症センターならびにモンゴル健康保健科学大学との

共同研究に加え、エキノコックス症の専門家が一堂に会するモンゴル・日本合同会議

が初めて開催され、臨床医学、基礎医学、疫学、獣医学の専門家が初めて意見交換、

情報交換ができ、新しい協力体制が構築された。 

⑤ カメルーン：旭川医科大学大学院生の活動を中心に、カメルーンにおける寄生虫病

調査研究論文作成がなされ、協力体制が強化された。 

⑥ 全体：２００９年１２月にバンコックで開催された国際会議の場で、インドネシア、

タイ、カメルーン、日本の研究グループが一堂に会し、意見交換、情報交換の席を設

けた。またカメルーンの大学院生が、インドネシア、タイ、中国の寄生虫サンプルを

用いた遺伝子解析研究について講演した。さらに２０１０年２月に旭川医科大学で開

催した技術移転セミナーにインドネシア、中国、モンゴルの若手研究者を招へいし、

研究者交流の場を設けた。 

 

７－２ 学術面の成果 

① インドネシア：１）インドネシアにおけるテニア症、嚢虫症の地理分布、嚢虫症症

例報告をまとめた(Sudewi et al. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and 

Public Health in press)。 

② タイ：１）これまでカンチャナブリ州で継続して実施してきた住民調査から、旭川

医科大学が開発した血清検査法により、有症例の脳嚢虫症患者を特定できた

(Anantaphruti et al. submitted)。２）同地域で採取されたテニア条虫、Taenia 

saginata, Taenia asiatica の交雑個体が遺伝子解析から初めて確認された(Okamoto 

et al. 2010. Parasitol Int)。 

③ 中国：１）北半球に分布しているエキノコックス条虫、多包条虫に関する遺伝子解

析結果を公表した(Nakao et al. 2009. Parasitolology International)。地域によ

り４群(北アメリカ、アジア、ヨーロッパ、内モンゴル)に大別されること、アラスカ
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では北アメリカ型とアジア型が混在していることが判明した。２）中国に分布してい

る３種類のエキノコックス条虫の遺伝子解析結果を公表した(Nakao et al. 2010. 

International Journal for Parasitology)。 

③ モンゴル：１）モンゴルのエキノコックス症専門家が一堂に会し、意見交換、情報

交換を行い、その会議録を専門誌に公表した(Gurbadam et al. 2010. Parasites and 

Vectors)。２）この会議の席で確認された多包虫症症例を追加し、血清検査、遺伝子

検査結果をまとめ、専門誌に公表した(Ito et al. 2010. American Journal of 

Tropical Medicine and Hygiene)。アジア型と内モンゴル型の多包条虫が確認された。 

④ カメルーン：１）カメルーンからの留学生、A Nkouawa が迫博士の指導下でテニア

症患者の確認検査法として糞便内の遺伝子を確認する新しい検査法 Loop-mediated 

isothermal amplification method を開発した。糞便サンプルはインドネシア、タイ、

中国での共同研究を通して得られたものであった。大変興味あることに中国のサンプ

ルの中から T. saginata と T. asiatica の交雑個体が見つかった(Nkouawa et al. J 

Clin Microbiol 47)。２）カメルーンで流行している肺吸虫症に関する遺伝子、血清

検査成績と臨床所見についての論文を専門誌に公表した(Nkouawa et al. 2009. 

Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene)。 

 
７－３ 若手研究者養成 

① インドネシア：北スマトラ大学寄生虫学講座の若手講師２名、ウダヤナ大学寄生虫

学講座の若手講師１名について、流行地での調査(３名)ならびに技術移転セミナーへ

の招聘(１名)を実施した。 

② タイ：マヒドン大学熱帯医学部寄生虫学講座の若手講師３名を、マヒドン大学での

情報交換の場で指導し、またバンコック会議の席でも指導した。今回はマヒドン大学

の都合で技術移転セミナーへの参加は実現しなかった。 

③ 中国：四川省寄生虫病研究所の若手研究者２名、青海省地方病研究所の若手研究者

２名を中国での現地調査ならびにそれぞれの研究機関でのセミナーの場で指導した。

その内の３名を技術移転セミナーに招へいした。本事業費での招聘は１名であるが、

他の予算で２名を追加した。 

④ モンゴル：６月４日にモンゴル健康保健科学大学で開催されたモンゴル・日本エキ

ノコックス症合同会議の席でモンゴル厚生省感染症センター、モンゴル健康保健科学

大学、州立中央病院、国立病理学センター、州立母子保健研究センター、獣医学研究

所の若手研究者を指導した。さらに９月１０日にモンゴルで開催された第１０回臨床

病理、臨床検査医学アジア学会国際会議に招聘され、この場でモンゴル各地から参加

した若手研究者を指導した。特にモンゴル健康保健科学大学、モンゴル厚生省感染症

センター、州立母子保健研究センターの若手研究者、若手臨床医を指導した。 
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７－４ 社会貢献 

① インドネシア：イスラム社会であるインドネシアで、ブタ肉から感染する有鉤条虫

(Taenia solium)によって引き起こされる脳嚢虫症に関するシンポジウムが、国際脳

疾患会議の場に設けられたことは画期的なことであった。全国の臨床医、約３００人

がこの致死的な寄生虫疾患を認識した点からも画期的であった。バリで２００１年か

ら毎年実施してきている住民調査により、感染した住民の食生活が大きく変わったこ

とが非公式に報告された。バリ州として、この調査を高く評価する旨の連絡を受けた。 

② タイ：毎年タイで開催される国際会議の場で「アジア・アフリカ学術基盤形成事業

による寄生虫病対策シンポジウム」を主催してきており、国際会議の場で本事業活動

が広く認識され始め、評価されてきている。 

③ 中国：米国、コロラド州、ボルダー市とチベット自治区、ラサ市が姉妹都市になっ

ており、チベット自治区における寄生虫病対策、特にエキノコックス症対策に専門家

としての協力要請がボルダー市側から提案された。これは四川省寄生虫病研究所と共

に各々の専門家が得意とする技術で指導するという内容である。旭川医科大学は血清

検査法の顧問になり、２０１０年秋にラサ市を訪問することになる。 

④ モンゴル：これまでエキノコックス症の研究に関する各専門家が一堂に会して意見

交換、研究協力について話し合ったことが一度もなかったが、６月４日に各分野の代

表者が集まり、エキノコックス症の現状、問題点を話し合い、その会議録を国際専門

誌に公表した。この会議の目的は、専門家による協力体制を構築したうえで、JST/JICA

地球国際｢開発途上国のニーズを踏まえた感染症対策研究｣(感染症分野)に応募する

ことであり、参加研究機関、医療機関、獣医学研究機関が協力し、モンゴル厚生省か

ら最優先の推薦を取り付けたことは画期的な成果であった。また、WHO からも喜んで

協力したい旨の連絡がきており、今後モンゴルでの難治性寄生虫疾患対策事業に発展

する可能性がある。 

本事業の代表者である伊藤は平成２１年度第４５回小島三郎記念文化賞を受賞した。

これもこれまでの研究活動が社会的に評価されたものかもしれない。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

４ヵ国の研究機関の代表者が一堂に会する機会を設定できておらず、技術移転セミナ

ーに若手研究者と指導者が集まる機会を検討したい。ただし、カメルーンは遠方により、

旅費が非常にかさむため、アジア３カ国の会合が合理的と考えるが、予算面での問題が

解決すれば、アフリカとの交流を活性化させるべきである。カメルーン以外でもアフリ

カの多くの国々でテニア症、嚢虫症、エキノコックス症が流行しており、我々の活動を

アフリカに拡大させることも検討しなければならない。 

各国の若手研究者を JSPS 論文博士事業に応募させ、日本で学位取得させる指導を継

続したい。現在、インドネシアで中心的に活動している Wandra 氏は２００７年に旭川

医科大学で学位(医学)を取得している。ウダヤナ大学の若手講師に JSPS 論文博士事業

に応募するよう指示している。 
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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   ２７本 

   うち、相手国参加研究者との共著  １０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 １３本 

 
８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

アジア各国とそれぞれの国で問題になっている寄生虫疾患対策に向けた個別の共同

研究を実施した。さらに、個別の研究から得られたサンプルを、共有する形の総合的な

研究を展開した。アジア各国からアジア条虫(T. asiatica)が見つかり、同じ地域で古

典的な無鉤条虫(T. saginata)も見つかり始め、多くの個体についてミトコンドリアと

核遺伝子を解析した結果、交雑個体、雑種の存在が初めて判明してきたことは、アジア

条虫を独立種とする根拠が崩れたことを意味している。「種とは何ぞや？」という基本

命題に迫る研究が展開し始めていることは特筆すべき成果であろう。また、モンゴルで

は多包虫症患者が確認され、３人の患者の病巣から抽出された寄生虫遺伝子がアジア型

と内モンゴル型に分かれたことも、アジア地域(中国、モンゴル、ロシア、カザフスタ

ン)での地理分布、遺伝子多型解析、進化の研究に大きく貢献するものと期待される。 

 

８－２ セミナー 

２００９年１２月４日にバンコックで開催された第６回食品媒介、飲料水媒介人畜共

通寄生虫病国際セミナーならびに２００９年国際熱帯医学会議合同大会の席で「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“Molecular approaches for Food- 

and Water-Borne Cestode Zoonoses”シンポジウムを主催した。参加者、特に欧米、ロ

シアからの参加者からこのシンポジウムはずば抜けてよく計画され、演者の質が非常に

高かったと絶賛されたことは望外の喜びであった。 

２０１０年２月に旭川医科大学で技術移転セミナーを開催した。各国の若手研究者が

一堂に会して技術習得を兼ねた共同研究を実施させる活動である。地理情報学を感染生

態学、疫学研究に取り入れる観点から、フランスの Giroudoux 教授を講師として招聘し

た。これまで実施してきている中国におけるエキノコックス症の伝播生態学の論文がほ

ぼ完成した。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

上記の技術移転セミナーは単なるセミナーではなく、実質的な共同研究と位置付けて

いる。アフリカ、カメルーンの大学院生が中心になり、技術指導をし、アジア各国の研

究者と技術向上、共同研究、相互交流を深め、多国間共同研究へと展開できる現システ

ムは非常に有意義かつ効率の高い多国間交流事業のひとつのモデルになると考えてい

る。 
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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> 

インド

ネシア

<人／人日>

タイ

<人／人日>

中国 

<人／人日>

モンゴル 

<人／人日> 

日本 

(フランス) 

<人／人日> 

合計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画 

 

(1/5) 
3/23 

(4/25)
 1/15  

4/38 

(5/30)

実績 (1/6) 
4/26 

(1/6) 
 1/12  

5/38 

(2/12)

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 1/15 
 

(1/5)    
1/15 

(1/5) 

実績 1/23 1/5    2/28 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 1/15  
 

   1/15 

実績 0/0     0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/15  (1/5) 

 

  
1/15 

(1/5) 

実績 
1/17 

(2/34) 
 0/0   

1/17 

(2/34)

モンゴル 

<人／人日> 

実施計画 1/15    
 

 1/15 

実績 1/22     1/22 

日本（フランス） 

<人／人日> 

実施計画 1/10     
 

1/10 

実績 1/7     1/7 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/70 (1/5) 
3/23 

(6/35)
 1/15  

9/108 

(7/40)

実績 
4/69 

(2/34) 
(1/6) 

5/31 

(1/6) 
 1/12  

10/112

(4/46)

※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 

2／10 ＜人／人日＞    0／0 ＜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－01 研究開始年度 2009 研究終了年度 2011 

研究課題名 （和文）アジア・アフリカ（インドネシア）における人獣共通条虫症対策研

究 

（英文）Towards the control of cestode zoonoses in Asia (Indonesia)  

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 

T. Wandra, Directorate General, Disease Control and Environmental Health, 

Ministry of Health, Head of Sub-Directorate of Cardio-Vascular Disease  

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 

<人／人日> 

実施計画  (1/5)  (1/5) 

実績 (1/6)  (1/6) 

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 1/15   1/15 

実績 1/23  1/23 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/15 (1/5)  1/15(1/5)

実績 1/23 (1/6)  1/23(1/6) 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

インドネシア、バリ島でのテニア症既往歴に関する住民調査を実施した。

また１１月にデンパサールで開催された国際脳疾患会議の脳嚢虫症シンポジ

ウムの席で、Wandra, Sudewi, Ito の３人が特別講演をし、多くの研究者と

の意見交換、交流の場を持った。基本的にイスラム社会のインドネシアで、

ブタ肉から感染する寄生虫疾患についてのシンポジウムが臨床医学の学会で

開催されたことは、ある意味画期的な成果である。１２月にバンコックで開

催されたシンポジウムで発表した、インドネシアにおける現状に関する総説

を準備し、Southeast Asian J Trop Med Public Health 特別号への掲載が決

定している。セミナーには若手研究者を招へいした。また、新しい糞便内遺
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伝子検査法の論文を準備した。これはカメルーンからの留学生が中心になり

インドネシア、中国のサンプルを用いて解析した仕事であり、すでに米国臨

床感染症学雑誌に掲載されている(Nkouawa A et al. J. Clin. Microbiol. 

2010, in press)。 

日本側参加者数  

８ 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 

７ 名 （１３－２（インドネシア）国側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－02 研究開始年度 2009 研究終了年度 2011 

研究課題名 （和文）アジア・アフリカ（タイ）における人獣共通条虫症対策研究 

（英文）Towards the control of cestode zoonoses in Asia and Africa (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 

J. Waikagul, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, The Acting Dean 

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 

<人／人日> 

実施計画  1/10(1/10)  1/10(1/10)

実績 0/0  0/0 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 1/15   1/15 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/15 1/10(1/10)  2/25(1/10)

実績 0/0 0/0  0/0 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

２００９年１２月にバンコックで開催された第６回食品、飲料水媒介人獣

共通寄生虫病国際セミナー、２００９年熱帯医学合同会議の席で「食品、飲

料水媒介人獣共通条虫症への分子生物学的取り組み｣シンポジウムを主催し

た。この会議の席でタイにおけるテニア症に関する論文作成が議論され、２

０１０年８月までかかり、論文を Parasitology International に投稿し、

掲載された(Anantaphruti TM et al. 2010. Parasitol Int 59, 326-330)。

本事業は前年度までの事業の継続事業として申請し、採択されたものであ

り、前年度までの活動に基づく論文作成も本年度の活動実績と考えている。

アジア各地に分布している第３の人感染テニア条虫、Taenia asiatica と全

世界に分布している無鉤条虫、Taenia saginata の雑種個体がタイ、中国か

ら発見されたことも本事業の大きな成果であり、タイの成績は Okamoto M et 

al. 2010. Parasitol Int 59, 70-74 に掲載された。中国の成績は現在論文
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準備中である。アジア各地のテニア条虫遺伝子解析が本事業の総合的な活動

として垣間見えてきた段階であり、多国間事業としての目的に沿った活動と

して展開されていると総括している。 

日本側参加者数  

８ 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） 
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整理番号 R－03 研究開始年度 2009 研究終了年度 2011 

研究課題名 （和文） アジア・アフリカ（中国四川省）における人獣共通条虫症対策研

究 

（英文）Towards the control of cestode zoonoses in Asia and Africa (Sichuan, 

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 

D. Qiu, Sichuan Institute of Parasitic Diseases Control, Director 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 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/15   1/15 

実績 1/17  1/17 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/15   1/15 

実績 1/17   1/17 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

四川省で流行しているエキノコックス症、テニア症、嚢虫症に関する共同

研究、流行地調査を実施し、複数の論文を準備した。技術移転セミナーでは

流行地調査時のサンプル解析が大きく進展した。次年度の調査地選定、調査

目的についての情報交換、意見交換を行った。１年でまとまる研究ではなく、

少なくとも２年次の追加調査成績を加えて論文を準備する予定である。中国

政府のＣＤＣ（上海）との連携についてはまだ具体的な活動を展開していな

い。上記の四川省での成果がまとまる段階で上海と話し合う予定である。 

日本側参加者数  

８ 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 

８ 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－04 研究開始年度 2009 研究終了年度 2011 

研究課題名 （和文）アジア・アフリカ（モンゴル）における人獣共通条虫症対策研究 

（英文）Towards the control of cestode zoonoses in Asia and Africa (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 

N. Dulmaa, National Center for Communicable Diseases, Director 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 モンゴル  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/15  1/15 

実績 1/12  1/12 

モンゴル 

<人／人日> 

実施計画 1/15   1/15 

実績 1/22  1/22 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/15 1/15  2/30 

実績 1/22 1/12  2/34 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

モンゴルで流行しているエキノコックス症の現状と問題点について情報

交換、意見交換をし、その記録を Parasites and Vectors に発表した。モンゴル

における多包虫症についても American Journal of Tropical Medicine and 

Hygiene に発表した。セミナーでは血清検査法、遺伝子検査法について技術

移転が試みられた。家畜動物における血清検査法の有用性についての論文が

現在準備されている段階である。学術調印についてはすでに副学長との合意

が取り交わされており、学長同士の調印を待つだけである。 

日本側参加者数  

８ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（モンゴル）国(地域)側参加者数 

５ 名 （１３－２（モンゴル）国側参加研究者リストを参照）
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整理番号 R－05 研究開始年度 2009 研究終了年度 2011 

研究課題名 （和文）アジア・アフリカ（カメルーン）における人獣共通条虫症対策研究

（英文）Towards the control of cestode zoonoses in Asia and Africa (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 

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

Professor 

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 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

カメルーン 

<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 

実績    0/0 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

旭川医科大学大学院生、Agathe Nkouawa の研究を通し、カメルーンで流行

している肺吸虫症についての論文を Transactions of the Royal Society of 

Tropical Medicine and Hygiene に発表した。さらに癲癇と寄生虫疾患に関する

論文を準備し、PLoS Neglected Tropical Diseases に投稿した。 

１２月にバンコックで開催された国際会議の席で、アジア諸国との共同研

究成果として LAMP 法について講演した。 

日本側参加者数  

７ 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）
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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－01 
セミナー名 （和文）日本学術振興会主催 アジア・アフリカ学術基盤形成事業

人獣共通条虫症シンポジウム 
（英文）JSPS-AASP Symposium on Cestode Zoonoses 

開催時期 平成２１年１２月２日 ～ 平成２１年１２月４日（３日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ、バンコック、国際会議場 
（英文）Thailand, Bangkok, 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）A. 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) 

J. Waikagul, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Vice 

Dean 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（タイ） 

日本 
<人/人日> 

A. 4/26
B. 
C. 1/ 6

タイ 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 3/15

インドネシア 
<人/人日> 

A. 1/ 5
B. 
C. 

中国 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 

合計 
<人/人日> 

A. 5/31
B. 
C. 4/21

 
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 
１９９０年に第１回目の国際セミナーが開催され、今回が第６回目

である。この間、第３回目から「人畜共通条虫症」を主要シンポジウ

ムとして主催、共催してきた。今回は旭川医科大学、鳥取大学で実施

され、国際的リーダーシップを確保している「人獣共通条虫症対策を

目的とする分子生物学的取り組み研究」を紹介する形のシンポジウム

を企画し、アジア・アフリカにおける研究拠点としての活動を世界に

紹介することを目的とする。 

セミナーの成果 インドネシア、カメルーン、中国、日本からシンポジストを招へい

し、3 つのシンポジウムの席で講演した。 
特に｢食品、飲料水媒介人獣共通寄生虫病国際セミナーにおける主要

シンポジウム｢食品、飲料水媒介人獣共通条虫症：分子生物学的取り組

み｣を主催し、欧米を含む参加者から高い評価を受け、ロシアからの共

同研究提案がなされた。 
 
 
 
 
 
 
 

 
セミナーの運営組

織 
国際セミナーの運営組織委員長はマヒドン大学のDr. J. Waikagulであ

る。本申請代表者は組織委員の一人である。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容  外国旅費        金額  966,805 円 
    シンポジウム登録費・会場費    252,631 円     

        1,219,436 円 
相手国(地域) 内容  大会設営費       金額 5,000,000 円 
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整理番号 S－02 
セミナー名 （和文）日本学術振興会主催 アジア・アフリカ学術基盤形成事業

人獣共通条虫症技術移転セミナー 
（英文）JSPS-AASP Technical Transfer Seminar on Cestode Zoonoses 

開催時期 平成２２年２月１８日 ～ 平成２２年３月１０日（２１日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、旭川市、旭川医科大学 
（英文）Japan, Asahikawa, Asahikawa Medical College 

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）A. 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) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（日本） 

日本 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 7/115

インドネシア 
<人/人日> 

A. 
B. 1/ 23
C. 

タイ 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 

中国 
<人/人日> 

A. 
B. 1/ 17
C. 2/ 34

モンゴル 
<人/人日> 

A. 
B. 1/ 22
C. 

フランス 
（日本側参加者） 

<人/人日> 

A. 1/  7
B. 
C. 

合計 A. 1/  7
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<人/人日> B. 3/ 62
C. 9/149

 
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 
アジア・アフリカで流行している人獣共通条虫症対策研究拠点を形

成するため、本事業で展開する各国の拠点並びに協力研究機関から若

手研究者並びに代表研究者を招聘し、各国で入手された研究材料を用

いる遺伝子解析その他を、技術移転セミナーとして実施し、セミナー

で得られる結果を共同研究論文に有機的に取り込むことを目的とす

る。研究代表者には各国での取り組みの現状分析報告をしていただき、

その上で今後の協力体制構築について意見交換を行う。 

セミナーの成果 モンゴル、中国、インドネシアから研修生を受け入れ、フランスか

ら講師を招へいした。各国のサンプルを用い、免疫診断、遺伝子診断

研究に取り組み、協力し合うシステムが構築されて非常に有効であっ

た。多国間協力体制が構築されつつあり、今後の進展に期待できる。 
モンゴルの研究者はエキノコックス症に関する免疫、遺伝子解析を

実施し、中国の研究者は四川省におけるエキノコック症、テニア症、

嚢虫症に関する免疫診断、遺伝子解析を実施した。 
モンゴルに関しては、セミナー中に昨年６月４日にモンゴルで開催

したモンゴル―日本エキノコックス症専門家会議の会議録が

Parasites and Vectors 2010, 3:8 に掲載され、今後の協力体制について

の意見交換が持たれた。中国、インドネシアに関しては地理情報学的

取り組みの重要性について、フランス人講師との情報、意見交換がな

され、次年度以降の中国、インドネシアでの地理情報学的な取り組み

を加えた共同研究計画が立てられた。 
 

セミナーの運営組

織 
旭川医科大学・寄生虫学講座が主催し、鳥取大学農学部獣医学科・寄

生虫学講座が協力する。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容  外国旅費        金額  2,013,870 円 

相手国(地域) 内容              金額 
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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 0  

外国旅費 3,918,043 
消費税対象額 

2,494,393

謝金 0  

備品・消耗品購入費 565,975  

その他経費 372,631 
消費税対象額 

372,631
外国旅費・謝金に係
る消費税 

143,351  

計 5,000,000  

委託手数料 500,000 
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 749,810 1/12

第２四半期 0 0/0

第３四半期 1,526,994 5/31

第４四半期 2,723,196 4/69

計 5,000,000 10/112

 
 


