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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）動物・人・食品をめぐる感染症リスク評価に関するグローバルトレーニング 

 

（英文）Global training for risk assessment of food-borne infectious diseases in animals and humans 

 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

北海道大学 

      (英文)  

Hokkaido University 
大学長氏名 

佐伯 浩 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

 

北海道大学 

  

（英文）  

Hokkaido University 

  

専攻等名（和文）  

大学院獣医学研究科・獣医学専攻 

 

 

(英文)  

Graduate School of Veterinary Medicine 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

(英文)  

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

大学院農学生命科学研究科・獣医学専攻 

  

(英文)  

Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Department of Veterinary Medicine 

 

【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文）                            

東京大学 

 

（英文） 

 

The University of Tokyo 
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専攻等名（和文） （オハイオ州立大学）獣医学部 
（マッセイ大学）疫学センター 
（エジンバラ大学）感染症センター 
（テキサス大学）医学校 
（カナダ公衆衛生局）国立微生物研究所 
（ベルン大学）獣医学部 

(国立衛生研究所)国立アレルギー・感染症研究所 ロッキーマウンテンラボラトリーズ 

(英文) (Ohio State University) College of Veterinary Medicine 
(Massey University) EpiCentre 
(The University of Edinburgh) Center for Infectious Diseases 
(University of Texas Medical Branch) School of Medicine 
(Public Health Agency of Canada) National Microbiology Laboratory 
(The University of Bern) Faculty of Veterinary Medicine  

(National Institute of Health) National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 

Rocky Mountain Laboratories 

 

機関名 （和文） オハイオ州立大学 
マッセイ大学 
エジンバラ大学 
テキサス大学 
カナダ公衆衛生局 
ベルン大学 
国立衛生研究所                           

 

（英文） 

Ohio State University 
Massey University 
The University of Edinburgh 
University of Texas Medical Branch 
Public Health Agency of Canada 
The University of Bern 

National Institute of Health  
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２１年度の事業目標達成状況 

 

動物からヒトへと感染が拡大する感染症が社会的不安を引き起こし、人々の健康、食の安全を脅

かしている現在、適切なリスク管理を行う人材が社会的に望まれている。このような分野をカバーす

る学問領域は医学、保健学、獣医学、社会学など極めて多岐に渡るが、これらの諸問題に適切に対処

するには病原体と家畜の健康管理について十分な知識、技術的背景を有することが不可欠であり、獣

医学に関わる者がリードして推し進めるべき分野である。しかしながら、現行の研究、・教育体制は、

必ずしも十分ではなく、人材の養成が急務である。本事業は、わが国の獣医学研究・教育をリードす

る北海道大学、東京大学が共同し、海外パートナー機関に若手研究者を派遣し、研究・教育体制の強

固な基盤を形成することを目的とするものである。 

 北海道大学および東京大学の大学院生、ポストドク、助教から、感染リスク評価・管理、日本社会の

脅威となりうる動物由来病原体に関しての研究と教育に熱意を有する者を選考し、海外パートナー機関

に派遣し、研修、共同研究にあたらせるものである。さらに事業終了後に帰国した派遣者が、北海道大

学および東京大学でそれぞれ連携して教育研究プログラムを編成し、更なる若手研究者の育成に努める。

また、派遣された海外パートナー機関と連携を取りながら、近い将来に両大学における感染リスク評価

について専門に研究・教育を実施できる拠点ラボの設立を目指す。そしてこれを中心として我が国の研

究教育網を整備する。同時にパートナーである海外機関に加えて、アジア、ヨーロッパ、南米、アフリ

カの獣医学研究教育機関を加えて感染リスクに関わるグローバルな研究教育網の構築を視野におく。 

 

平成 21年度の事業目標達成状況 

1. 運営委員会の開催 

 北大、東大の指導教員で構成される運営委員会を 2回開催し、①プログラム運営に関する協議、

②パートナー機関との連携に関する協議、③派遣若手研究者の選考、④派遣先での研修に関する内

部評価、⑤北大グローバル COEとの共催による国際シンポジウム開催に関する打合せ等を行った。 

 

２．大学院生・教員の派遣 

各パートナー機関には、ほぼ実施計画どおり派遣を実施した（ベルン大学 2 名、のべ 3 回、エ

ジンバラ大学 1名、マッセイ大学 2名、テキサス大学 1名、ロキーマウンテンラボラトリー1名）。 

このうち、ベルン大学、エジンバラ大学、テキサス大学には 2 ヶ月以上にわたる長期派遣を実

施し、感染症、動物性食品に対するリスク評価、あるいは BSL-3,-4 での病原体取り扱い研修を受

けさせた。 

ベルン大学とその協力機関は欧州で動物性食品に対するリスク評価を実施している中心的組織

であり、本事業の趣旨に添った研修を受けさせることができた。エジンバラ大学では牛乳を介する

人獣共通感染症のリスク評価についての研究成果を修士論文として大学に提出させることで、本分

野での専門知識吸収とともに、英語での研究とりまとめ、コミュニケーション能力の向上を図るこ

とができた。 

 BSL-3,-4関連の研修等についてはテキサス大学とローキーマウンテンラボラトリーへそれぞ

れ1名の学生ならびに担当教員各2名派遣を実施し、施設内での病原体取り扱い、施設の運営とトレ

ーニングプログラム等について共同研究、研修等を実施し、グローバルな視点を持った感染症専門

家育成を目的とした事業を実施しえた。 

 

３．パートナー機関との連携強化とプログラムの充実 

 エジンバラ大学獣医学部と北海道大学獣医学部間の交流協定を締結し、その協定に基づき教員、

学部学生の交流を実施した。他機関とは派遣者を通じての研修プログラムの充実、交流の活発化を

図り、下記共同企画等を通じてパートナー機関との連携を強化した。 

 

４．共同企画の開催 

 平成 21年 8月、グローバル COEと国際シンポジウムを共催し、感染症の疫学、リスク評価等に関

する講演を実施した。パートナー機関（エジンバラ大学、ロキーマウンテン研究所）から若手研究

者計 3名を招聘し発表を行わせると同時に北大側若手研究者との交流を図った。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

 

1. 運営委員会の開催 

 北大、東大の指導教員で構成される運営委員会を 2回程度開催し、①プログラム運営に関する協議、

②パートナー機関との連携に関する協議、③派遣若手研究者の選考、④派遣先での研修に関する内部

評価、⑤北大グローバル COE との共催による国際シンポジウム開催に関する打合せ等を行った。また

平成 21年度に申請した組織的な若手研究者等海外派遣プログラム「先進的獣医科学教育・研究におけ

る国際的な次世代リーダーの育成」の採択を受け、これら 2 つの海外派遣プログラムの連携により効

果を最大化できるよう、同事業との連携と調整について合同の運営委員会で協議した。 

 

２．大学院生・教員の派遣 

１）ベルン大学への派遣 

2名の派遣を実施した。一名は獣医学部・寄生虫学研究所において寄生虫感染に関するリスク評

価に関する短期研修を受けさせた。他一名は約 2年間にわたる長期派遣の継続であり、主に Swiss 

Federal Veterinary Office(FVO)において、感染症、特に鶏インフルエンザをモデルとしたリスク

評価研修を受けさせた。9月には実施状況の報告会を担当教員、大学院学生、若手研究者を対象と

して北大で開催し、欧州における研究動向等について報告を受けた。 

 

２）テキサス大学  

大学院生一名は約一年の長期派遣とし、BSL-3,-4 での病原体取り扱い研修を受けさせるのに並

行し、人病原性ウイルスに関する共同研究を実施させた。また指導教員 2名を派遣し、BSL4 運営・

稼働状況、研修プログラム等について調査と打ち合わせを実施した。 

 

３）エジンバラ大学 

 平成 20年度からの継続で長期派遣 1名を修士課程に在学させ、牛乳を介したブルセラ感染症の

リスク評価を中心に修士論文としてまとめ上げ、大学に提出させた。また同名の帰国時には研究成

果と同大学での研究実施状況等について報告させた。 

 

４）マッセイ大学 

平成20年度には東大から大学院生1名を派遣し、公衆衛生学、疫学に関する講義の一モジュールを

受講させた。併せて、食品における危害細菌の生残性についての数理モデルを用いた解析、空間分

析の手法を学習させ、当人の博士論文研究にもアドバイスを受けさせた。 

 

３．パートナー機関との連携強化とプログラムの充実 

 エジンバラ大学と北大との獣医学部間での交流協定を締結し、それに基づき学部学生の交流を

実施した。本交流にはエジンバラ大学教育担当教員 2名と獣医学部生 8名が参加した。テキサス大

学およびロッキーマウンテンラボラトリーには担当教員各 2名を派遣し、長期派遣研究者の研修状

況の視察、共同研究に関する打ち合わせ、今後の研修プログラムと研究員受け入れ体制等について

の協議を実施した。 

 

４．共同企画の開催 

 平成 21年 9月、北海道ニセコにおいてグローバル COEと国際シンポジウムを共催し、感染症の疫

学、リスク評価等に関する講演を実施した。パートナー機関からは 3 名の参加を得て、研究発表を

行わせると共に、大学院生、若手研究者が中心となった日本側参加者とのディスカッションに参加

させ交流と同時に研究レベルの向上を図った。  
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４．平成２１年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

プログラムの運営、派遣者の人選に当たっては、両大学指導教員で組織される運営委員会を開

催し決定している。また、パートナー機関には担当教員を派遣し、受入体制の整備、教育プログ

ラムの策定について受入担当者と十分協議している。また北大ではグローバル COE など他プログ

ラムの人材育成プログラムとも連携を図り、最大限の効果が発揮できる様努めている。 

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム「先進的獣医科学教育・研究における国際的な次世代リーダー

の育成」とも連携して組織的に若手研究者の育成を北大・東大で推進することとしている。 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

 

平成 21 年度までにベルン大学、エジンバラ大学、マッセイ大学、オハイオ大学と北大・東大と

の間で ITP での研究者交流に関しての覚え書きを交換し、連携強化を図ることができた。テキサ

ス大学については他事業での派遣を実施し、共同研究を実施した。NIH ロッキーマウンテン研究所

との間では共同研究を基盤に協力関係を強化し、学生の短期派遣を実施した。グローバル COE プ

ログラムでの若手研究者セミナーにおいても、関連機関を中心に開催案内を出し、若手研究者の

参加を募った結果、3名の参加を得た。また、エジンバラ大学とは学生交流に関する話し合いがも

たれ、平成 21年 8月に同校学生 8名に対して、北大ならびに東大で獣医学研修を行った。約 2週

間にわたる交流事業では、野生動物の生態と人獣共通感染症に関する研修、我が国の動物生産現

場の見学研修を受けさせた。 

 

 

 

４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

 

本事業 の活動内容、派遣者の研修内容等については獣医学研究科ホームページ

（http://www.vetmed.hokudai.ac.jp/ITP/）に公開している。 

 

４－４．今後の課題・問題点 

 

 授業料、ベンチフィーなど旅費以外の研修経費（特にベルン）が高額であり、減免措置について

相手先機関に求めたが実現には至っていないため、研究内容について協議し費用対効果の優れた派

遣形式を模索する必要がある。長期派遣者、大学院在学者が今後とも計画されていることから、引

き続き減免措置については各機関と協議を続ける予定である。 

長期派遣者について最大 2 年間という期限を設けることが、日本学術振興会担当者との協議で示

されたが、2年以上の長期的計画で研究者養成を目指していることから、次年度以降、何らかの予算

措置を講ずる必要がある。 

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム「先進的獣医科学教育・研究における国際的な次世代リーダ

ーの育成」が今後約 2年半並行して実施されることから、両事業の目的を明確に仕分けしつつ、連携に寄

る効果を最大限にできる様、それぞれの運営委員会で派遣者の選定、派遣先機関での研究、研修内容等に

ついて十分諮る必要がある。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

ベルン大学・スイス 2009/1/17- 

2009/4/11 

 

北海道大学・大学院生（２年生） 

ベルン大学・スイス 2009/2/8- 

2009/7/30 

北海道大学・客員研究員 

ベルン大学・スイス 2009/9/2- 

2010/7/20 

(22年度継続) 

北海道大学・客員研究員 

エジンバラ大学・英国 2008/9/12- 

2009/9/20 

北海道大学・研究生 

マッセイ大学・ニュー

ジーランド 

2010/3/21- 

2010/5/21 

(22年度継続) 

北海道大学・研究生 

テキサス大学・米国 2009/4/23- 

2010/3/22 

東京大学・大学院生（４年生） 

マッセイ大学・ニュー

ジーランド 

2010/1/17- 

2010/3/17 

東京大学・大学院生（２年生） 

ロッキーマウンテン

ラボラトリー・米国 

2010/2/16 

2010/4/23 

(22年度継続) 

北海道大学・大学院生（２年生） 
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６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

テキサス大学・米国 2010/2/20-2010/2/26 東京大学・教授 

テキサス大学・米国 2010/2/20-2010/2/26 東京大学・准教授 

ロッキーマウンテン

ラボラトリー・米国 

2010/1/20-2010/1/28 北海道大学・教授 

ロッキーマウンテン

ラボラトリー・米国 

2010/2/24-2010/2/28 北海道大学・教授 
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７．共同企画実施状況 

 

企 画 名 

The 1st International Young Researcher Seminar in  

Zoonosis Control 2009 

開 催 期 間 平成 21年 8月 19日 ～ 平成 21年 8月 21日（3日間） 

開 催 地 北海道虻田郡ニセコ町 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 喜田 宏 

所属機関・職名 北海道大学大学院獣医学研究科・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

 

グローバル COEプログラムの主催による国際セミナーで、海外若手研究者を中心に招待し、北大獣医

学研究科大学院生、若手研究者も参加する研究集会を合宿形式で開催し、密接な情報交換の場を提供す

ることで、研究レベルのさらなる向上を図ることを目的として実施した。また中堅クラスの海外研究者

2名からの教育講演も実施した。 

パートナー機関（エジンバラ大学、ロキーマウンテン研究所）から若手研究者計 3名を招聘し発表を

行わせると同時に北大側若手研究者との交流を図った。 

 

（※上記３名の招へい旅費については，本会経費からの支出はしていない。） 

 

【成果】 

本セミナーでは，感染症の疫学、分子生物学、情報工学、リスク評価等に関する口頭発表、ポスター

発表を実施した。パートナー機関からは 3名の参加を得て、研究発表を行わせると共に、大学院生、若

手研究者が中心となった日本側参加者とのディスカッションに参加させ交流と同時に研究レベルの向

上を図ることができた。特に、外国人研究者との質疑応答を英語で行うことにより、英語によるコミュ

ニケーション能力の向上を図ることができた。海外招待研究者からもセミナーの科学的内容と日本人若

手研究者との研究交流は有意義であったとの意見が多数寄せられ、平成 22 年度にも開催することが決

定されている。 

 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 
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企 画 名 学部間交流協定に基づく教員・学生交流 

開 催 期 間 平成 21年 8月 25日 ～ 平成 21年 9月 4日（11日間） 

開 催 地 北海道大学，東京大学 

日

本

側

責

任

者 

氏 名 

 梅村 孝司  

 中山 裕之 

所属機関・職名 

北海道大学大学院獣医学研究科・教授   

東京大学大学院農学生命科学研究科・教授  

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

 

ＩＴＰによる交流から、エジンバラ大学と北大との獣医学部間での交流協定を締結し、それに基づき

学部学生の交流を実施した。 

なお，本交流は野生動物の生態と人獣共通感染症に関する研修、我が国の動物生産現場の見学研修を目

的として開催した。 

（※上記エジンバラ大学の教員・学生招へい旅費，また北大・東大の教員については，本経費からの支

出はしていない。） 

 

【成果】 

本交流事業では，エジンバラ大学教育担当教員 2名と獣医学部生 8名が参加し，同校学生 8名に対

して、北海道大学（H21.8.25-9.2）ならびに東京大学(H21.9.3-4)で獣医学研修等を行った。約 2 週

間にわたる交流事業では、北海道大学獣医学研究科においては，グローバルＣＯＥプログラムのコア

カリキュラムへの参加，野生動物生態調査と人獣共通感染症に関する研修として世界遺産である知床

での調査・実習を行い、十勝農業共済組合（大樹町）では牛の診療実習，ＪＲＡ日高育成牧場（浦河

町）においては馬の診療実習を行い我が国の動物生産現場の研修を受けさせた。またこの後，エジン

バラ大学一行は，東京大学大学院農学生命科学研究科・獣医学専攻を訪問し，同学生・教員との意見

交換会を行うとともに同大学動物医療センター等の施設を見学した。 

 本校流事業は，エジンバラ大学の学生・教員が日本の獣医学教育・野生動物の生態，動物生産現場で

調査・実習出来たことは互いの獣医学教育等を考察する上で大変有意義な交流であった。 

なお，本校流事業は平成２２年度夏に北大・東大から１３名程度の学生・教員がエジンバラ大学獣医

学部を訪問し，同じく現地における調査・実習を行うことが決定された。 

 

 

 


