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２．本年度の実績概要 



 

 

本研究は、平成 28-29 年度に実施した頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク

推進プログラムに引き続く平成 30 年度の事業として研究課題名「感染症数理モデルを活用

した流行予測研究において国際的に活躍する人材育成拠点の形成」として実施した。同課

題では、感染症の数理モデルを利用した流行予測に特化して、日本側研究者派遣と外国人

研究者招聘の両方を大規模かつ集中的に実施することを通じて、同研究課題に関する国際

研究拠点の形成に取り組むプロジェクトを遂行した。複数の大陸間を介する戦略的な拠点

形成は国際的にも初の取り組みであり、その最終年度に位置付けられる研究を展開した。

派遣予定者は国際研究のノウハウに関して派遣研究を通じて体得しはじめており、新たな

職位に就く者が出始めるなど、研究者キャリアの具体的なパスの形成を認めつつある。  

 最終年度となる平成 30 年度は、流行予測の実装研究を押し進めるとともに、これまでの

派遣研究者と招へい研究者のそれぞれの研究成果を創出するための数理モデル研究に焦点

を当てて研究作業を実施した。具体的に 4 名の派遣と 2 名の招聘を通じて共同研究を実施

したので、以下に派遣と招へいに分類しつつ本年度の実績に関して記述する。 

【日本側への研究者の派遣】 

・水本憲治客員研究員はジョージア州立大学へ再派遣し、超過死亡モデルの実装を含めて

主要連携研究者の Gerardo Chowell 教授との共同研究を継続しつつ、その成果の創出を図

った。 

・小林鉄郎学術研究員（H30.9 まで客員研究員、H30.10～現職）はジョージア州立大学での

研究を継続し、予定通り麻疹流行の分析や米国 CDC との共同研究プロジェクトでもある中

南米のデング熱流行データの分析に取り組んだ。 

・佐伯晃一博士研究員はオランダのユトレヒト大学で計算ウイルス学研究を継続し、病原

体データを分析するための新しい方法論の創出に取り組んだ。 

・キムギヨン博士研究員（H30.9 まで客員研究員、H30.10～現職）はカナダのヨーク大学に

おけるゲノム情報を加味した感染症データの数理モデル分析に従事し、予測の改善と評価

に取り組んだ。 

研究者の派遣先であるジョージア州立大学の Gerardo Chowell 教授が Mathematical 

Biosciences and Engineering 誌で Special issue を計画し、それに対して代表者である

西浦博の研究室から 3 編の原著論文を提出することができた。 

【連携研究機関からの研究者の招聘】 

  

 平成 30 年 8 月 1-10 日に、東京都立川市における統計数理研究所で Summer Boot Camp of 

Infectious Disease Modeling （代表：西浦博）を開催し、同機会を通じて韓国・慶北大

学校の Yongkuk Kim 教授を招聘した。本研究プロジェクトに関する研究相談を進めたほか、

同所において「韓国における感染症数理モデル研究とその実装」と題して Plenary lecture

を提供いただいた。 

Xiaodan Sun 客員研究員（助教相当）を招聘し、昨年度来から継続している共同研究の論

文執筆作業を集中的に進めた。原著論文 1 編および総説 1 編の提出を滞在中に達成するこ

とができ、また、中国における HIV 感染者数の推定に関する分析に取り組んだ。 

 

３．到達目標に対する本年度の達成度及び進捗状況 

 本研究は、これに先立つ 2 年間の別事業「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワ

ーク推進プログラム」に引き続く形で、平成 30 年度事業として研究課題名「感染症数理モ



 

 

デルを活用した流行予測研究において国際的に活躍する人材育成拠点の形成」として実施

した。到達目標は 3 年度を通じて統一して実施しているため、それら研究プロジェクトの

到達目標として、具体的には以下の(1)～(3)を事業期間内に達成すべく活動してきた点に

ついて記述する。 

(1) アメリカで予測実装研究を経験し、国際政府機関との社会実装研究の手段を確立する。 

(2) カナダでコンソーシアム運営に関与しつつ研究経験を積み、国際研究をリードする研

究者コミュニティ形成のために日本が取るべき方策を明らかにする。 

(3) 若手研究者の国際ネットワークの確立と国際共著論文の増加を期して、今後も人材創

出が期待される中国・韓国で若手研究者を育成し、共同研究の設立・継続を行う。 

 最終年度となる平成 30 年度は、派遣と招へいが終盤に差し掛かるとともに、研究成果を

できる限り原著論文として取り纏めることを勧め、また、派遣者や招へい者が継続的に研

究を発展できる体制を整えるために研究ポジションへの応募や紹介・推薦などを活発に実

施することに注力した。日本側からの派遣は予定通りに研究者を選抜した上で実施するこ

とができた。また、招聘では助教・博士研究員クラスの共同研究を北海道で実施すること

はもちろんのこと、国内で研究代表者が開催する研究会のために韓国から参画していただ

いた教授を短期間日本へ招聘して Plenary lecture を提供いただくことに成功した。 

 アメリカおよびカナダにおけるインフルエンザ研究では、原著論文として顕著な実績が

生 ま れ つ つ あ る 。 ジ ョ ー ジ ア 州 立 大 学 に 編 集 部 を 置 い て い る 専 門 誌 Annals of 

Epidemiology（IF=2.5 程度）では、インフルエンザ分析の特集号が掲載され、同誌には 2

編の原著論文を掲載することができた。また、Mathematical Biosciences and Engineering

誌にも数理モデルを利用した感染症データの分析に関わる逆問題の特集号が企画され、同

誌に対して本プロジェクトから 3 編の原著論文を提出し、それらは現在査読下にある。カ

ナダではコンソーシアムの運営を直接に手伝う機会を継続的に得ることができ、また、病

原体のゲノム情報を利用した流行予測とその指標との関係に関する研究を押し進めること

ができた。ユトレヒト大学では HIV 感染症と体内動態における免疫メカニズムに関する数

理モデルの定式化を継続的に進めており、今後ハイインパクトの研究が展開できるものと

多いに期待される。 

 以上より、達成目標である（1）と（2）については研究者派遣を中心とする盛んな交流

によって当初想定された以上の成果を得ることができたものと自己評価をしている。加え

て、それら北米と欧州で学んだ研究者らの日本帰国後の研究体制整備にも力を入れており、

水本憲治客員研究員（派遣開始当時）は平成 29 年 12 月から京都大学白眉プロジェクト特

定助教としても研究活動を再開したし、小林鉄郎客員研究員（派遣開始当時）は平成 30 年

10 月から北海道大学において学術研究員、キムギヨン客員研究員（派遣開始当時）は北海

道大学において博士研究員を帰国後に開始するなど、派遣者の継続的な研究キャリアの発

展を期することのできる体制も敷いた。 

 研究面での達成の観点では、中国西安からの招聘研究者が引き続き北海道大学を十分な

期間だけ訪問し、HIV 感染症に関して共同研究に取り組んだ。また、Lee 客員研究員（助教

相当）による研究においては、確実に共同研究論文が原著として出版されており、着実な

成果創出につながっていることに加え、本事業による招へい終了後、平成 30 年 3 月 16 日

から北海道大学の助教として新たな職位を得た。 

 

 



 

 

 

４．日本側研究グループ（実施主体）の研究成果発表状況（本年度分） 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入してくだ

さい。）（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  
・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者については下  線、

若手研究者については 波  線  を付してください。 

・海外の連携機関の研究者との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外の国際共著論文等については

番号の前に「○」印を付してください。また、主要連携研究者については斜体・太下線、連携研究者については斜体・破線と

してください。 

◎
１ 

※Mizumoto K, Kobayashi T, Chowell G: Transmission potential of modified measles 
during an outbreak, Japan, March–May 2018. Eurosurveillance. 
2018;23(24):pii=1800239.（査読有）  

◎
２ 

Dahal S, Mizumoto K, Bolin B, Viboud C, ※Chowell G.: Stillbirth Risk and Spatial 
Variation in Excess Death Rates During the 1918-1920 Influenza Pandemic in Arizona, 
USA. Am J Epidemiol. 2018. (doi:10.1093/aje/kwy146) （査読有）  

◎
３ 

Dahal S, Jenner M, Dinh L, Mizumoto K, Viboud C, ※Chowell G:  Excess mortality 
patterns during 1918-1921 influenza pandemic in the state of Arizona,USA. Annals of 
Epidemiology.2018;28:273-280. （査読有）  

４ Munasinghe L, Asai Y, ※Nishiura H. Quantifying heterogeneous contact patterns in 
Japan: a social contact survey. Theor Biol Med Model. 2019;16(1):6. （査読有）  

◎
５ 

Lee H, Kayano T, ※Nishiura H. Predicting congenital rubella syndrome in Japan, 2018-
2019. Int J Infect Dis. 2019;82:1-5. （査読有）  

 

②学会等における発表 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発表年月

（西暦）について記入してください。）（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。） 
・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合は、全

ての発表者名を記載し、責任発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究者には二重下線、

担当研究者については  下  線  、若手研究者については  波  線  を付してください。  
・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  
・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  
・海外の連携機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外の国際共同発表については番号

の前に○印を付してください。また、主要連携研究者については斜体・太下線、連携研究者については斜体・破線としてくだ

さい。 

◎
１ 

Lee H, ※Nishiura H, Probability of the end of an Ebola virus disease epidemic in West 
Africa accounting for the impact of sexual transmission, Innovative Mathematical 
Modeling For the Analysis of Infectious Disease Data (IMAID2018), Hokkaido, Japan, 
17-18 January 2019.（査読有）  

２ Kim K, ※Ito K, Application of Tajima’s D value to predict next prevailed clade of an 
influenza A (H3N2) epidemic in northern hemisphere, Innovative Mathematical Modeling 
For the Analysis of Infectious Disease Data (IMAID2018), Hokkaido, Japan, 17-18 
January 2019.（査読有）  

◎
３ 

※Kobayashi T, Mizumoto K, Jimenez-Corona ME, Chowell G. Spatio-temporal and socio-
demographic patterns of Chikungunya, Dengue, and Zika infections in Mexico in 2016-
2017. ICEID 2018, Atlanta,26-29 August 2018. （査読有）  

◎
４ 

※Kobayashi T, Mizumoto K, Jimenez-Corona ME, Chowell G. Spatio-temporal and socio-
demographic patterns of Chikungunya, Dengue, and Zika infections in Mexico in 2016-
2017. IMED 2018, Vienna, 9-12 November 2018. （査読有）  



 

 

５ ※Saeki K: Cell-free versus cell-to-cell viral transmission in a spatial structure. Society 
for Mathematical Biology Annual Meeting, Sydney, Oral, Refereed, 10 July 2018（査読
有）  

 

５．若手研究者の派遣実績（計画） 

【海外派遣実績（計画）】 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 合計 

 

派遣人数 

         

      2 人    

 

   

       4 人  

（     1 人）  

 

       4 人  

（      4 人）  

 

4  人  

   

※当該年度は実績、次年度以降は計画している人数を記載 

 

【本年度の海外派遣実績】 

 派遣者①の氏名・職名： 水本 憲治・客員研究員（H30.12～京都大学特定助教を併任）  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

Cyclical model やマトリックス分解を利用した感染症流行予測のための具体的な実装

を担う。加えて、北海道大学から主たる連携機関へ派遣されることを通じて提案したネ

ットワークの幹となる連絡調整役を担いつつ、国際研究集会の開催へと至る交流におい

て中心的役割を果たす。平成 30 年度は研究論文の完成と国際学会でのシンポジウム企画

と発表に取り組んだ。 

（具体的な成果） 

 原著論文の執筆を通じた超過死亡数の推定結果の成果創出および活発な共同研究論文

の執筆と報告に取り組んだ。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  

アメリカ合衆国・ジョージア州アトランタ

市、ジョージア州立大学公衆衛生大学院、

Gerardo Chowell  

  

74 日  

  

  322 日  

     

68 日  

    

464 日  

 

 派遣者③ の氏名・職名： 小林 鉄郎・学術研究員（ H30.9 まで客員研究員、 H30.10～現職）  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

性感染症の予測システムの開発について、関連研究の基本的モデルの開発で実績のあ

る米国ジョージア州立大学を訪問して、モデル構築・統計学的な適合から予測・予測評

価に至るまでの前段階を担い、その実装に取り組む。派遣者③は、米国での経験を活か

してアジアの複数の国における研究成果の社会実装にも取り組み、拠点を代表して感染

症予測の現実化に集中的に取り組む役割を果たす。 

（具体的な成果） 

平成３０年度は特に山形で発生した麻疹流行のモデル化とジョージア州立大学が取り

組む中南米のデング熱データの分析研究を実施した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  



 

 

アメリカ合衆国・ジョージア州アトランタ

市、ジョージア州立大学公衆衛生大学院、

Gerardo Chowell 

 

0 日  

 

175 日  

     

132 日  

    

307 日  

 

 派遣者④ の氏名・職名： 佐伯 晃一・博士研究員   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

計算ウイルス学の数理モデルを通じた表現型の予測実装を実施する。特に、実験ウイ

ルス学の知見に基づくデータを分析するための新しい方法論の創出に取り組むが、背景

理論の考案の点でユトレヒト大学が秀でている。本研究では派遣を通じて予測研究の実

装に取り込むことにより、欧州との国際共同研究の柱となる研究のトップクラスでの昇

華を目指す。 

（具体的な成果） 

HIV 感染時の免疫機構および免疫回避メカニズムについて斬新な数理モデルの定式化

に従事した。実験ウイルス学のデータ分析が可能になるような新しい方法論に取り組む

べく研究活動を行った。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  

オランダ王国・ユトレヒト市、ユトレヒト

大学理学部生物学科、Rob de Boer 

  

0 日  

  

  348 日  

     

332 日  

    

680 日  

 

 派遣者⑥ の氏名・職名： キム ギヨン・博士研究員（ H30.9 まで客員研究員、H30.10～現職）  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

計算機科学を専門にする人材を派遣し、カナダ・トロント大学が強いことで知られる

数理的基盤を確固たるものとして、国際的トップクラスのレベルまで磨き上げる研究に

仕上げる役割を担う。特に、予測をコンピュータ内で実装するにあたって予測モデルの

評価を実施する必要があり、そのための評価指標（メトリック）を考案することにも取

り組む。研究内容に情報学の素養が必要である上に内容自体がチャレンジングであるた

め、情報学の学問的背景を有する若手研究者の派遣が必要である。 

 また、カナダは感染症数理モデルに関して国内の研究コンソーシアムの整備が早く、

それに成功したことで知られるため、その点に関しても十分に調査する予定である。同

研究員は客員研究員としての身分で派遣を行うが、帰国後に日本のコンソーシアム運営

のために十分にカナダで得た知見を活かせるよう日本での安定財源による研究職への就

任支援を実施する。 

（具体的な成果） 

集団遺伝学と感染症流行の伝播を統合したモデルの定式化と共同研究に着手し、また、

流行の地理的異質性を加味したリスクマップの定式化と統計学的推定を実施した。今後、

GIS を利用した社会実装などに発展可能となる予定である。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  

カナダ・トロント市、ヨーク大学理学研究

科、 Jianhong Wu    0 日    182 日    169 日     351 日  



 

 

 

 

 

６．研究者の招へい実績（計画） 

【招へい実績（計画）】 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 合計 

 

招へい人数 

         

     2 人    

 

   

      6 人  

（     2 人）  

 

      2 人  

（     1 人）  

 

7 人  

   

※当該年度は実績、次年度以降は計画している人数を記載 

 

【本年度の招へい実績】 

 招へい者⑦の氏名・職名： Xiaodan Sun・客員研究員（助教相当）  

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 感染症数理モデルを利用した中国での流行予測の実装を実施する。既に個人レベルで中国広東省に

おけるデング熱流行に関する観察データの分析相談を受けており、必須となる観察情報の相談と研究

デザイン支援に取り組んできた。デング熱に加えて手足口病の観察データも収集し、招聘者 1 人目と

して原著研究に取り組む。活発な原著研究を通じて北海道大学での国際研究拠点の確立を目指すとと

もに、本研究課題に関する日中の共同研究の前例実績を着々と積み上げる役割を果たす。 

（具体的な成果） 

本年度は 2 度目の招聘を行った。広東省や台湾におけるデング熱の基本再生算数の実装研究に継続

して取り組み、8 月に統計数理研究所にして成果発表を行い、その後北海道大学にて共同研究をした。

加えて、国際疫学会におけるシンポジウムで登壇し、研究発表を行った。 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び  

日本側受入研究者（機関名）  

招へい期間   

合計  
平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  

陝西師範大学、数学科（中国）  

西浦博（北海道大学）  

 

61 日  

 

 56 日  

     

39 日  

    

156 日  

 

  

招へい者⑨の氏名・職名： Yongkuk Kim 教授     

（当該研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

統計数理研究所（東京都立川市）における研究会において共同研究相談を実施することに加

えて、本研究プロジェクトの成果発表を含む Plenary lecture 発表を実施する。  

（具体的な成果） 

 昨年度に国際学会での招へいが実現しなかったが、別機会を通じて同教授の招聘を実施する

ことができ、研究交流を深めるとともに招待講演をいただくことができた。  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び 

日本側受入研究者（機関名） 

招へい期間  
合計  

 

平成 30 年度  

慶北大学校・理学部数学科（韓国） 

西浦博（北海道大学） 
6 6 

 



 

 

 

７．翌年度の補助事業の遂行に関する計画 

 

※  補助事業が完了せずに国の会計年度が終了した場合における実績報告書には、翌年度の補助事業の

遂行に関する計画を附記すること。  


