
海外共同研究 1,000千円上限　国内共同研究500千円上限

番号 課題名 氏名 所属機関・職 対応教員
新規
継続

何年度～
継続

2022-Ippan-01 赤痢アメーバ由来レクチンIglの結晶構造解析 海野 英昭 長崎大学 工学研究科 加藤 健太郎 新規

2022-Ippan-02 トランスポゾンシーケンシングにより選択したビブリオ バルニフィカスの生体内増殖必須遺伝子の機能解析 柏本 孝茂 北里大学 獣医学部 獣医学科 獣医公衆衛生学 児玉 年央 新規

2022-Ippan-03 赤痢アメーバレクチンの糖鎖認識特異性の解明 新地 浩之 鹿児島大学 加藤 健太郎 新規

2022-Ippan-04 サルモネラ全身感染メカニズムの解明と薬剤耐性菌治療への応用 羽田 健 北里大学 薬学部 日吉 大貴 新規

2022-Ippan-05 The Genetic diversity of Plasmodium malariae and Plasmodium ovale  from Republic of Congo Richard Culleton Proteo-Science Centre (PROS), Ehime University 山本 太郎 新規

2022-Ippan-06 集団食中毒事例から分離されたナグビブリオのゲノム特性と病原性解析 森田 昌知 国立感染症研究所 細菌第一部 児玉 年央 継続 2021～

2022-Ippan-07 デザイナー細胞を用いたマラリアに対する細胞性免疫応答の誘導 山野 友義 金沢大学医薬保健研究域医学系 水上 修作 新規

2022-Ippan-08 ヒト住血吸虫に対する中間宿主巻貝の感染耐性の理解に向けて 黒田 玲子 中部大学 濱野 真二郎 継続 2021～

2022-Ippan-09 肝内型マラリア原虫における脂質分子リクルート機構の解明 荒木 球沙 国立感染症研究所・寄生動物部 徳舛 富由樹 新規

2022-Ippan-10 腸炎ビブリオ長鎖ノンコーディングRNAの機能解析 松田 重輝 大阪大学微生物病研究所 細菌感染分野 児玉 年央 新規

2022-Ippan-11 ポストコロナ時代の新しい近接性：共生のための環境デザイン 松本 文夫 東京大学総合研究博物館 山本 太郎 新規

2022-Ippan-12 SFTSウイルスの免疫細胞内増殖機構の解明 宮本 翔 国立感染症研究所 感染病理部 髙松 由基 新規

2022-Ippan-13 熱帯熱マラリアのニーマンピックC1様受容体の機能解析 早川 枝李 自治医科大学 徳舛 富由樹 新規

2022-Ippan-14 トリパノソーマ科原虫が持つ変異型オートファジー関連因子ATG12 結合系の機能解析と生理学的意義の解明 坂本 寛和 千葉大学大学院医学研究院 稲岡 健 ダニエル 新規

2022-Ippan-15 熱帯熱マラリア原虫ガメトサイト期における原虫タンパク質輸送機構の解析 入子 英幸 神戸大学大学院 保健学研究科 宮崎 真也 新規

2022-Ippan-16
Functional characterization of serine/threonine protein phosphatase PP6 on GAP40 dephosphorylation during
merozoite invasion

Xiaotong Zhu China Medical University 金子 修 新規

2022-Ippan-17 新規バベシア原虫赤血球修飾分子BbDnaKの局在・機能解析 麻田 正仁 帯広畜産大学・原虫病研究センター 坂口 美亜子 新規

2022-Ippan-18
Pathogenomic and functional analysis to unravel the pathogenic potential of epidemic strains of Vibrio
parahaemolyticus from environmental sources

Krishna Kumar B
Division of Infectious Diseases, Nitte University Centre for Science
Education & Research, Nitte (Deemed to be University)

児玉 年央 新規

2022-Ippan-19
Phylogenetic analysis of bat haemosporidian parasites in relationship with ungulate malaria parasites and
identification of their candidate potential vectors.

Morakot Kaewthamasorn Chulalongkorn University 金子 修 新規

2022-Ippan-20 放射線グラフト重合技術を活用した抗ウイルス性銀担持繊維の開発 保科 宏行 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 Mya Myat Ngwe Tun 継続 2021～

2022-Ippan-21 抗毒素産生動物からの高精度レパトア情報取得システムの開発 柴田 弘紀 九州大学 生体防御医学研究所 ゲノミクス分野 濱野 真二郎 新規

2022-Ippan-22 Identification of the parasite virulence factor for zoonotic malaria infection Kamruddin Ahmed Universiti Malaysia Sabah 金子 修 新規

2022-Ippan-23
環境DNA 分析を用いたリンパ系フィラリア症の原因となる原虫の検出系の設計と検証：第一フェーズ・犬フィラリ
ア（Dirofilaria immitis）を対象に

山中 裕樹 龍谷大学先端理工学部/龍谷大学生物多様性科学研究センター 星 友矩 新規

2022-Ippan-24 Discovery of antimalarial drug targeting mitochondrial parasites from marine-associated bacteria Josephine Elizabeth Siregar
Research Center for Molecular Biology Eijkman, National Research and
Innovation Agency

稲岡 健 ダニエル 新規

2022-Ippan-25
新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) 感染後に出現する抗体が認識するウイルス抗原およびヒトタンパク質について
の研究

大山 要 長崎大学生命医科学域（薬学系） 水上 修作 継続 2021～

2022-Ippan-26
Evaluation of humoral immune response induced by SARS-CoV-2 natural infection and vaccine, and
identification of severe COVID-19 predictors

Shyam Prakash Dumre
Central Department of Microbiology, Tribhuvan University, Kathmandu,
Nepal

森田 公一
Mya Myat Ngwe Tun

継続 2021～

2022-Ippan-27 マラリア原虫メロゾイトの滑走運動に関わる分子の同定 矢幡 一英 愛媛大学 プロテオサイエンスセンター 寄生病原体学部門 金子 修 新規

2022-Ippan-28
Seroepidemiology and molecular characterization of Yellow fever, Dengue and Zika virus infection in the
Democratic Republic of the Congo

Steve Ahuka Mundeke
Department of Virology/Institut National de Recherche Biomédicale
(INRB), Ministry of Health and Hygiene Prevention, Democratic
Republic of the Congo

森田 公一
Mya Myat Ngwe Tun

新規

2022-Ippan-29 スナノミの基礎的生態学研究 後藤 健介 大阪教育大学 健康安全教育系 金子 聰 新規

2022-Ippan-30 ヒトiPS由来肝細胞および肝オルガノイドを用いた熱帯熱マラリア原虫の感染特性の解析 片上 幸美 長崎大学 医歯薬学総合研究科 保健科学分野 徳舛 富由樹 新規

2022-Ippan-31 マラリア原虫と感染赤血球の膜脂質構成のナノスケールレベル解析 藤田 秋一 鹿児島大学共同獣医学部 金子 修 継続 2019～

2022-Ippan-32 原虫に共生するウイルスおよびウイルス・原虫間相互作用に関する因子の探索 七戸 新太郎 大阪大学 微生物病研究所
金子 修
風間 真

見市 文香
継続 2021～

2022-Ippan-33 熱帯由来感染症に対する新薬開発を指向した微生物二次代謝産物の網羅的探索および単離・構造決定 荒川 賢治 広島大学大学院統合生命科学研究科 水上 修作 継続 2021～

2022-Ippan-34
Understanding roles of molecules involved in the erythrocyte invasion by malaria parasite using rodent malaria
model

Prakash Srinivasan
W. Harry Feinstone Department of Molecular Microbiology and
Immunology,

金子 修 新規

2022-Ippan-35 マンソン住血吸虫のミトコンドリア硫黄代謝に関する研究 河津 信一郎 帯広畜産大学 原虫病研究センター 稲岡 健 ダニエル 新規

100千円上限

番号 課題名 氏名 所属機関・職 対応教員
新規
継続

何年度～
継続

2022-Seeds-01 進化系統樹分析による新型コロナウイルス関連ツイートの感情遷移 一ノ瀬 元喜 静岡大学大学院総合科学技術研究科 伊藤 啓 新規

2022-Seeds-02 性感染症予防対策に向けた性的接触ネットワークの構造解析 守田 智 静岡大学 工学部 数理システム工学科 伊藤 啓 新規

2022-Seeds-03 原虫用のMALDI-TOF MS迅速同定ライブラリの開発 伴 さやか 千葉大学真菌医学研究センター
金子 修
風間 真

見市 文香
新規

2022-Seeds-04 マラリアワクチン開発に向けた人工リンパ組織の適用に関する研究 小林 由佳 京都大学ウイルス・再生医科学研究所 水上 修作 新規

2022-Seeds-05 日本住血吸虫組換え体抗原のビルハルツ住血吸虫症血清診断での性能評価 河津 信一郎 帯広畜産大学 原虫病研究センター 濱野 真二郎 新規

1,000千円上限

番号 課題名 氏名 所属機関・職 対応教員
新規
継続

何年度～
継続

2022-A-01 医学研究のための倫理に関する国際セミナー Nguyen Tien Huy 長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科 木原 毅 継続 2015～

2022-A-02
マラリア対策に資する研究手法・機材開発の研究集会：媒介蚊に係る
フィールドサイエンスの視点から

益田 岳 東京女子医科大学・国際環境・熱帯医学分野 星 友矩 新規

10,000千円上限

番号 課題名 氏名 所属機関・職 対応教員
新規
継続

何年度～
継続

2022-Kyoten-01 デングウイルス認識抗体の網羅的解析系の構築 宮内 浩典
国立研究開発法人理化学研究所 生命医科学研究センター サイトカイン研
究チーム

長谷部 太 継続 2020～

2022-Kyoten-02 ケニアにおけるワクチン効果と分布ロタウイルス株の性状との関連の解明 河本 聡志 藤田医科大学医学部ウイルス・寄生虫学講座 金子 聰 継続 2021～

2022-Kyoten-03 ケニアにおけるマダニ媒介感染症の疫学調査 早坂 大輔 山口大学共同獣医学研究科 獣医微生物学分野 井上 真吾 新規

2022-Kyoten-04 ベトナムにおける下痢原性大腸菌のワンヘルスアプローチ 井口 純 宮崎大学 農学部 畜産草地科学科 長谷部 太 継続 2020～

2022-Kyoten-05 ケニアにおける真菌症原因菌およびカビ毒産生菌の収集と形態学的、生理学的、分子生物学的解析 矢口 貴志 千葉大学 金子 聰 継続 2017～

2022-Kyoten-06 住血吸虫ライフサイクルにおける中間宿主に対する環境因子の影響 王寺 幸輝 奈良県立医科大学 濱野 真二郎 新規

2022-Kyoten-07 結核ワクチン開発を目指した、ケニアにおけるフィールド研究 松本 壮吉 新潟大学医学部 濱野 真二郎 新規

2022-Kyoten-08 ケニアにおけるイエカ属蚊の種構成およびウイルス相に関する研究 前川 芳秀 国立感染症研究所 昆虫医科学部 井上 真吾 新規

2022年度　熱帯医学研究拠点　一般共同研究

2022年度　熱帯医学研究拠点　シーズ研究発掘課題

2022年度　熱帯医学研究拠点　研究集会

2022年度　熱帯医学研究拠点　海外拠点連携共同研究


	HP用

