
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 長崎大学熱帯医学研究所 
(ケニア)拠点機関： ケニア中央医学研究所 
(タンザニア)拠点機関： イファカラ健康研究所 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：アフリカにおける「顧みられない病気」の学際的研究                     

                   （交流分野： 熱帯医学    ）  
（英文）：Multidisciplinary Approach to Neglected Diseases in Africa                 

                   （交流分野： Tropical Medicine）  
 研究交流課題に係るホームページ： http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/jsps_aakenya/ 
 
 
３．開始年度 
平成 19 年度（ 2 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：長崎大学熱帯医学研究所 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：熱帯医学研究所・所長・平山 謙二 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：熱帯医学研究所・教授・嶋田 雅曉 
 協力機関： 
 事務組織：事務局・研究国際部 国際交流課 国際交流班 
 
 
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：ケニア共和国 
拠点機関：（英文）Kenya Medical Research Insititute (KEMRI) 

      （和文）ケニア中央医学研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Deputy Director, Dr. Peter Waiyaki 
 協力機関：（英文） 
      （和文） 
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（２） 国 （地域）名：タンザニア 
拠点機関：（英文）Ifakara Health Institute (IHI) 
     （和文）イファカラ健康研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Director, Dr. Salim Abdulla 
 協力機関：（英文） 
      （和文） 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
 
アフリカには、住民にとっては無視できない健康被害がもたらされているにもかかわらず、

先進国の関心を得られない熱帯病が数多く存在している（顧みられない病気：neglected 
diseases）。熱帯病はアフリカにおける貧困と社会の不安定の大きな要因であり、その対策

は住民のためのみならず終局的には世界の安全保障にも繋がる。 
 
そこで、本研究は次の三点を目的とする。 
１）「顧みられない病気」の対策に資すること。 
２）「顧みられない病気」の対策研究を、学問領域を越えて（学際的に）実施できる風

土を確立すること。 
３）フィールドにおける DSS（demographic surveillance system、人口静態・動態調査

システム：長期にわたり、特定した地域内の全人口、疾病、死亡に関する情報を定

期的に収集・集約するシステム）と実験室の先端研究を連動することで、これまで

にない研究成果を得ること。 
 
上記の目的に沿って下記を具体的な研究交流目標とする。 

 
1． 住血吸虫症、下痢症、マラリア、昆虫媒介性ウイルス疾患の DSS と連動した学際的研

究 
1） 東アフリカにおける感染症の病原体および中間宿主（病原体の運搬屋、例えば蚊や貝）

の同定と分布の調査研究を行い、その多様性（一見同じに見えるがその病原性や分布が

異なるものが多数存在すること）を明らかにする。 
2）DSS 地域における患者、死亡発生、生活様式などに基づいて各疾患の地域における流

行特性を描く。 
3） 各疾患の流行特性と、病原体および中間宿主の多様性との関係を、地域別に明らかに

する。 
2．上記疾患研究の東アフリカをまたぐネットワーク形成 

1） ケニア中央医学研究所（Kenya Medical Research Institute, KEMRI）とタンザニア

の IHRDC（Ifakara Health Research & Development Centre）を中核に、東アフリカ
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研究者の人的交流を活発化する。 
2） そのために、ナイロビ（ 長崎大学ケニアプロジェクト拠点は KEMRI 内に位置する）

と国内（ 長崎大学熱帯医学研究所）で研究集会を開催し、DSS にもとづく学際的研究、

neglected diseases 研究の実状と在り方に関する情報交換、研究成果の発表を行い、東

アフリカの研究ネットワークを構築する。 
3． 我が国と相手国の大学院生を含む若手研究者の現地教育と研究能力の向上 

1） 日本の若手研究者では、現場に根ざした教育・トレーニングによって、熱帯感染症分

野における骨太の研究者（ 地域や人々の暮らし振りを踏まえ、学際性の重要性を認識

した研究者）を育成する。 
2） 交流先の（ケニア、タンザニア）若手研究者には日本における研究の機会を与えて調

査研究能力の底上げを行い、将来の研究の中核を担う人材を育成する。 
 

 
６．平成２０年度研究交流目標 
 
①共同研究・研究者交流 
 
住血吸虫症、下痢症、マラリア、昆虫媒介性ウイルス疾患の DSS と連動した学際的研究

を推進する。 
 
Ⅰ．東アフリカにおける病原体および中間宿主（病原体の運搬屋）の多様性の調査 
住血吸虫症：中間宿主貝採取と環境因子（水温、流速など）の調査方法を標準化し、３機

関で実施する。 
細菌性下痢症：細菌性下痢症、特にコレラの分離と分類同定を実施する（ケニア）。 
マラリア：媒介蚊（ハマダラカ）の全国的採取と自然環境調査を標準化し、３機関で実施

する。 
昆虫媒介性ウイルス疾患：特に出血熱に関与するウイルス分離と同定を実施する（ケニア）。

タンザニアにおいてはその準備を開始する。 
 

Ⅱ．DSS 地域における患者、死亡発生、生活様式などに基づいて各疾患の地域における流

行特性の調査 
ケニアでは西地域（Suba）、各項目の調査を定期的に実施する（継続する）。タンザニア

では Ifakara 地区など DSS サイト周辺の情報を収集する。 
 
Ⅲ．協力体制の構築と強化 

IHRDC（Ifakara Health Research and Development Centre）との MOU、KEMRI 
(Kenya Medical Research Institute) との MOUを堅持し、必要があれば見直しを行う。 
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②セミナー等学術会合の開催 
 
上記疾患研究の東アフリカをまたぐネットワーク形成のために必要な情報交換を実施する。 
 
Ⅰ．年度の中間にタンザニアのダルエスサラームで研究集会を開催する。今年度の主な目

的は、３機関それぞれの独自研究の中間発表および 3 機関の共同研究の情報交換にある。 
 
７．平成２０年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

１）ケニアの KEMRI との協力体制はすでに確立済みでまったく問題はない。 

２）タンザニアの Ifakara Health Research & Develop Centre (IHRDC)は組織名の変

更（IHI）、Dr. Hassan Mshinda の昇進による所長の不在があり、交流の進展が滞って

いるが、協力体制に変化はなく、MOU の変更は行っていない。 

 

７－２ 学術面の成果 

１）東アフリカにおける病原体および中間宿主（病原体の運搬屋）の多様性の調査 

細菌性下痢症：DSS 地域ならびにナイロビ（首都）周辺において、細菌性下痢症、特にコレ

ラの分離と分類同定を実施し、その結果を第 17 回国際熱帯医学マラリア会議（韓国済州島）

などで発表した（ケニア）。 

マラリア：媒介蚊（ハマダラカ）の全国的採取を実施し、本事業によるセミナーで途中経

過を発表した（ケニア）。 

昆虫媒介性ウイルス疾患：出血熱に関与するウイルス分離と同定を実施中（ケニア）。 

住血吸虫症：「Transmission of schistosomiasis in Rusinga Island in Lake Victoria, 

Kenya: Influence of water environment (sea side vs. bay side of the island) in the 

distribution of vector snails and their infection rates.」という研究計画書を作成

中。 

 

２）DSS 地域における患者、死亡、出生、生活様式などの調査 

ケニアの西地域（Suba）で各項目の定期的調査を継続中。成果の一部は第 17 回国際熱帯医

学マラリア会議（韓国済州島）などで発表した。 

 

７－３ 若手研究者養成 

１）KEMRI の若手研究者一名を日本に招聘し、特に P3 実験室におけるバイオセイフテ

ィーと実験手技について指導を行った。 
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７－４ 社会貢献 

１）コレラの発生時に、ケニアで唯一のコレラ細菌同定のレファレンスラボとして活躍し

ている。その結果、Minirtry of Medical Services から対策委員会のメンバーとして招聘

された。 

 

２）セミナー時を利用して、長崎大学、日本大使館、JICA、JSPS ナイロビ研究連絡センタ

ーの共催で、今年度創設された野口英世アフリカ賞の第１回目受賞者であるロンドン大学

衛生熱帯医学校教授グリーンウッド博士とケニア国立エイズ対策協議会(National AIDS 

Control Council)議長ウェレ教授のお二人をお招きし、ケニア市民、特に若者を対象にし

た講演会を開催した。講演会では、アフリカにおける人々の健康を守るために、科学技術

がいかに重要かを伝えることができた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

共同研究：やはり相手機関に自前の研究費が十分でないことが問題。そのため十分な研究

協力に至っていない点が問題。それでも研究の計画書作りを共同で行うようにしている。 

セミナー：共同で行った研究発表（学会）が出てきたが、今後この数を増加させたい。今

年度初めて第三者を招いたが、さらに発展させていく。 

研究者交流・若手研究者養成：来年度も若手研究者の交換を行う予定。 

研究協力体制： 必要であれば MOU の見直しを行う。 

学術面の成果：成果の学術誌発表を増加させたい。 

政情・治安など：ケニアの政情不安は表面上収まっている。KEMRI では、昨年度中に KEMRI

所長が解任されたあと、組織全体が不安定なまま経過しており、活動レベルは低下してい

る。協力体制にまったく問題はないが、我々が部族対立に巻き込まれないようにするなど

神経を使うことが多い。来年度早々新所長が選考されることが期待できるので、その時期

を見ながら新しい関係を構築したい。タンザニアの IHI も組織名の変更、所長の交代があ

ったので、再度訪問することを考えている。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数    ３本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ０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。） 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
 
８－１ 共同研究 

１） 東アフリカにおける病原体および中間宿主（病原体の運搬屋）の多様性の調査 

 熱帯病（マラリア、デング熱等）媒介蚊、出血熱ウイルス、下痢起炎菌（主にコレラ）、

住血吸虫、住血吸虫媒介貝を、ケニア、タンザニアで採集、分離、保存し、その特徴を記

載することを計画した。 
 

住血吸虫症 
住血吸虫の多様性と分布を明らかにするため、次の二項目を実施することを計画したが、

ケニア、タンザニアのいずれにおいても実施できなかった。 
 住血吸虫の遺伝学的多様性 
 中間宿主貝の遺伝学的多様性 
現在、ケニアにおいて「Transmission of schistosomiasis in Rusinga Island in Lake 

Victoria, Kenya: Influence of water environment (sea side vs. bay side of the island) 

in the distribution of vector snails and their infection rates.」という研究計画書

を作成中。 

 

マラリア 
昆虫媒介性疾患の多様性と、その分布を明らかにするため、次の二項目を実施すること

を計画したが、タンザニアにおいては実施できなかった。 
 マラリア媒介蚊（ハマダラカ）の地理的遺伝学的多様性 
 デング熱媒介蚊（ネッタイシマカ）の集団遺伝学的多様性 
媒介蚊の全国的採取調査を実施し、本事業によるセミナーで途中経過を発表した（ケニ

ア）。採集地点はケニア国内の主要国道沿線沿いに 705 カ所。そのうち 214 カ所からハマダ

ラカが採取された。詳細な種の同定などは現在作業中である。ネッタイシマカについても

現在分析中。 

 

細菌性下痢症 
腸管細菌の DNA による多様性と、その頻度・分布を明らかにするため次の二項目の実施

を計画したが、タンザニアでは実施できなかった。 
 コレラ、アエロモナス、赤痢、サルモネラ、カンピロバクター、病原性大腸菌、プレ

ジオモナス等の分離と分類同定 
 変異株（流行している菌株とは異なる性質を持つ細菌株）、耐性菌株（抗生物質が効か

なくなった細菌株）の分離同定 
 ケニアで分離同定された多くの細菌株を保存した。 

なお、特にコレラの分離と分類同定のためにはまず DSS 地域ならびにナイロビ（首都）
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周辺における病院からのタイムリーな通報と患者の試料（糞便）の収集、運搬が必要であ

る。従ってその活動は、KEMRI 研究者の協力だけではなく、患者を収容している病院のスタ

ッフ、Ministry of Medical Services や Ministry of Public Health and Sanitation の事

務官などの全面的協力による。この協力体制は今年度前半、ケニア政府からのコレラアウ

トブレイク調査依頼などに対応しつつ行われた。実験室に持ち込まれた試料の分離分類同

定は KEMRI 研究者との共同作業で行われ、、ケニア国内の各大学から KEMRI に配属された学

生をこの作業に参加させることで教育を行っている。 

また、今年度は若手研究者一名を日本へ派遣した。その結果、西ケニアで採取された O-1

コレラ菌の分子生物学的性状として、細菌ファージ遺伝子である ctx 遺伝子が大きい染色

体と小さい染色体のどちらにも存在することを明らかにした。 

 

出血熱ウイルス疾患 
ケニアにおけるデング熱・黄熱の分布や流行の程度を明らかにするため、次の二項目を

実施することを計画した。 
 熱性疾患患者のデング熱、黄熱の抗体価測定 
 熱発中の患者からのデングウイルス、黄熱ウイルスの分離と病原性、流行地の確定 
現在これらの出血熱に関与するウイルス分離と同定を実施中である。 

 

２） DSS 地域における患者、死亡、出生、生活様式などの調査 

ケニアでは西地域（Suba）、各項目の定期的調査を継続し、タンザニアでは Ifakara 地区

など DSS サイト周辺の情報を収集することを計画した。 
 

ケニアの西地域（Suba）の DSS 
 衛星写真と全地球測位システム（GPS）によるデジタル地図の作製と数万規模の住民

把握（継続） 
 調査員による定期的な訪問による人口（出生・死亡）、妊産婦情報、移動に関する情報

収集 
デジタル地図を作成した。ケニアの西地域（Suba）で上記各項目の定期的調査を継続中。 

成果の一部は第 17 回国際熱帯医学マラリア会議（韓国済州島）などで発表した。5 歳以

下の死亡率と殺虫剤を処理した蚊帳の使用率を比較した結果、マラリア媒介蚊であるハマ

ダラカを防御するために使用されている蚊帳が必ずしもマラリアの感染を予防しているわ

けではない可能性があることを示した。 

 

８－２ セミナー 

東アフリカをまたぐネットワーク形成のため、DSS にもとづく学際的研究、neglected 
diseases 研究の成果の中間報告を目的に、タンザニアで研究集会を開催する計画であった。 
しかし、野口英世アフリカ賞の第１回目受賞者であるグリーンウッド博士とウェレ教授
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の参加が可能になったので、「アフリカにおける“やまい”に対する多角的取り組み」と銘

打って、ナイロビで行うことになった。セミナーでの発表者は、文化人類学を専門とする

ものから、社会学的アプローチ、生態学的アプローチ、病原体の分子生物学的アプローチ

まで幅広い分野をカバーするようにデザインした。 

そのことによって、１）研究者同士の経験を交換することにより「やまい」に対する多

角的アプローチを理解する、２）異なる研究分野を多角的に視野に入れた顧みられない熱

帯病に関する新たな研究のアイデアを得る、３）野口英世アフリカ賞受賞者、ウェレ教授

とグリ－ンウッド教授のコメントが研究活動をさらに活発化する、が期待されたが、２）

を得るためには時間が不十分であった。 

なお、タンザニアから若手社会学者一名を招いただけにとどまり、今回のセミナーは東

アフリカのネットワーク形成の目的にはそぐわなかった。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

両国の若手研究者の研究能力の底上げを開始するために、 
１） KEMRI の若手研究者を日本に招聘し研究技術の向上を支援する。 
２） 現場に根ざした教育・トレーニングのため若手研究者を日本から派遣する。 

ことを計画し、それぞれ一名実施した。 
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９．平成２０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 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 ケニア 

タンザニ

ア 
 合計 

日本 
実施計画  1/30 5/25  6/55 

実績 5/122   5/122 

ケニア 
実施計画 1/30  2/10  3/40 

実績 5/63   5/63 

タンザニア 
実施計画 1/10    1/10 

実績  1/3  1/3 

 
実施計画      

実績     

合計 
実施計画 2/40 1/30 7/35  10/105 

実績 5/63 6/125   11/188 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  0 ／ 0  （人／人日）   0 ／ 0  （人／人日） 
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１０．平成２０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 19 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）マラリア、住血吸虫症、下痢症、昆虫媒介性ウイルス疾患の DSS 
と連動した学際的研究 

（英文）DSS-based multidisciplinary study on schistosomiasis, 

malaria, diarrhea disease and arthropod borne virus disease 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）嶋田雅曉・長崎大学熱帯医学研究所・教授 

（英文）Masaaki Shimada･Nagasaki University Institute of Tropical 

Medicine･Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

(Kenya) Peter Waiyaki, KEMRI, Deputy director 

(Tanzania) Dr. Salim Abdulla, Director, 
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 ケニア タンザニア 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  1/30  1/30 

実績 5/122  5/122 

ｹﾆｱ 実施計画 （1/30）   （1/30） 

実績 5/63  5/63 

ﾀﾝｻﾞ

ﾆｱ 

実施計画 （1/10）   （1/10） 

実績    

合計 
実施計画 （2/40） 1/30  1/30（2/40）

実績 5/63 5/122  10/185 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

（概要）マラリア並びにデング熱媒介蚊、ウイルス、下痢起炎菌、住血

吸虫、媒介貝などの採集、分離、保存、解析を実施し、並行して、前年

度（19 年度）形作れなかった３機関の間の方法の標準化について交渉を

継続することを計画した。 

（成果）マラリアおよびデング熱媒介蚊の採集、同定、保存により、種

類と地理的分布（ケニア）が解明されつつある。ケニアにおいて、デン

グウイルス、黄熱ウイルスの分離同定保存が行われ、下痢起炎菌も分離

同定保存された。住血吸虫および媒介貝の研究は実施できなかった。 
病原体および中間宿主の多様性およびその地理的分布を明らかにする

ことによって、ケニアにおける感染症流行の病原体側から見た地域別特

徴が明らかになりつつあるが、タンザニアについては未だに実施できて

 10



いない。なお、３機関の間の方法の標準化は実現できなかった。 

日本側参加者数  

11 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ ケニア   ）国(地域)側参加者数 

8 名 （１３－２（ ケニア ）国側参加研究者リストを参照）

（ タンザニア   ）国(地域)側参加者数 

13 名 （１３－３（タンザニア）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）JSPS アジア・アフリカ学術基盤形成事業・東アフリカ熱

帯病セミナー「アフリカにおける“やまい”に対する多角的取り組

み」 
（英文）JSPS AA Science Platform Program on Tropical Diseases 
in East Africa, ”Multidimensional approach to Sickness in 
Africa” 

開催時期 平成２０年１１月２７日 ～ 平成２０年１１月２７日（１日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）ケニア共和国、ナイロビ日本大使館多目的ホール 
（英文）Embassy of Japan ,Nairobi,Republic of Kenya 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）嶋田雅曉・長崎大学熱帯医学研究所・教授 
（英文）Masaaki Shimada, Nagasaki University Institute of 
Tropical Medicine (NUITM), 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) 

Dr.Peter Waiyaki,Kenya Medical Research Institute 
(KEMRI),Deputy Director(Research&Training) 

参加 

者数 

① アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者   0/0  （ / ）人/人日 1/3 

（ / ）

 人/人日

(ケニア）国(地域)側参加者     0/0     （ / ）人/人日 

(ﾀﾝｻﾞﾆｱ）国(地域)側参加者     1/3     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者           15 人 

27

人

(ケニア）国(地域)側参加者           12 人 

(ﾀﾝｻﾞﾆｱ）国(地域)側参加者            0 人 

①� ②の合計人数       28 人 

セミナー開催の目

的 
 前年度（19 年度）のセミナーでは、アフリカの「顧みられない病気」

は、アフリカの自然環境、生物環境、生活環境、そこに生きる人々の

生活様式など様々な要素に規定された感染症であり、その対策には、

生物医学的観点に加えて、生態学的、社会学的観点なども含んだ、異

なる学問分野を横断する（学際的）アプローチが必要であることを確

認し、学問領域を越えて（学際的に）研究する風土を醸成することを

試みた。 
 本年度のセミナーでは、対象となる「顧みられない病気」の現状に
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ついて、生物医学的、生態学的、社会学的観点など多方向からの研究

の各機関のこれまでの成果の発表、および開始した共同研究の中間報

告を行うことを目的とした。 
セミナーの成果  異なる視点からの研究成果の発表を共有することにより、熱帯感染

症研究を学際的に実施する風土を醸成した。それにより、異なる領域

の研究者間の無関心や不信感が少しは取り除かれたと考えている。学

際的研究の重要性を我が国と当該国学術機関の双方が再確認したが、

研究成果を相互に高めるまでには至っていない。 
 しかし、ケニアの DSS や長崎大学ケニアプロジェクト拠点が整備し

た病原体を最先端のレベルで扱うことのできる実験室の利用は明らか

にこれまで以上に促進されており、これまでにない学際的研究成果を

得ることは期待できる。 
 特に今回、野口英世アフリカ賞の第１回目受賞者であるグリーンウ

ッド博士とウェレ教授の参加を得られたことは、本事業に対する第三

者の意見を聞く良い機会となり、参加者は有意義な刺激を受けたもの

と思われる。 

セミナーの運営組

織 
長崎大学ケニアプロジェクト拠点 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 外国旅費 88,013 円，謝金 19,363 円,その他 116,362 円  

金額 223,738 円 
相手国(地域) 内容   負担無           金額     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                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 ケニア ﾀﾝｻﾞﾆｱ 計 

日本 
実施計画     

実績 （1/12）  （1/12） 

ケニア 
実施計画 1/30   1/30 

実績 （1/17）  （1/17） 

タンザニア 
実施計画 1/10   1/10 

実績    

合計 
実施計画 2/40   2/40 

実績 （1/17） （1/12）  （2/29） 

② 国内での交流       人／人日 
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１１．平成２０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 765,466  

外国旅費 3,780,011  

謝金 85,531  

備品・消耗品購入費 136,771  

その他経費 232,221  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0 
※大学の別経費にて

負担 

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 0/0 

第２四半期 2,328,715 4/104 

第３四半期 523,773 1/3 

第４四半期 2,647,512 6/81 

計 5,500,000 11/188 

 
 


