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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２２年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 産業医科大学 
（ベトナム）拠点機関： 国立産業環境保健研究所 
（中  国）拠点機関： 遼寧省疾病予防センター 
（タ  イ）拠点機関： スリナカリンウィロット大学 
（マレーシア）拠点機関： 国立マラヤ大学 
（シンガポール）拠点機関： 国立シンガポール大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：  アスベスト疾患根絶のためのアジア・イニシアチブ          
                   （交流分野： 保健医療  ）  
（英文）：  Asian initiative for the elimination of asbestos diseases        
                   （交流分野： Health and Medicine ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http:// envepi.med.uoeh-u.ac.jp/jsps/index.htm    
 
３．開始年度 

平成 20 年度（ 3 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：産業医科大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：産業医科大学・学長・河野公俊 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：産業生態科学研究所・教授・高橋謙 
 協力機関： 
 事務組織： 産業医科大学 総務部  
    産業医科大学 大学事務部 
 
 
相手国側実施組織 
（１） 国 （地域）名：ベトナム 
拠点機関：（英文）National Institute of Occupational and Environmental Health 

      （和文）ベトナム国立産業環境保健研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Vice Head・Dinh Xuan Ngon 
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 協力機関①：（英文）Ministry of Health, Vietnam Administration of  
           Preventive Medicine 
       （和文）ベトナム保健省予防医学管理局 
 協力機関②：（英文）Hanoi Medical University  
       （和文）ハノイ医科大学 
 
（２） 国 （地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Liaoning Provincial Center for Disease Control and Prevention 

      （和文）遼寧省疾病予防センター 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）The Institute of Social Medicine and 

Health, Department of Environmental Epidemiology・Chief Doctor・Guowei Pan 
 協力機関：（英文）Wenzou Medical University 
      （和文）温州医科大学 
 
（３）国（地域）名：タイ 
拠点機関：（英文）Srinakharinwirot University 

      （和文）スリナカリンウィロット大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Medicine, Department of 

Preventive Medicine・Associate Dean & Professor of Preventive Medicine・
Yothin Benjawumg 

 協力機関：（英・和文）（英文）Ministry of Public Health 
            （和文）公衆衛生省 
 
（４）国（地域）名：マレーシア 
拠点機関：（英文）Malaya University 

      （和文）マラヤ大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Social & Preventive 

Medicine Faculty of Medicine・Associate Professor and Head・
Awang Bulgiba Awang Mahmud 

 協力機関：（英・和文）（英文）Ministry of Human Resources 
           （和文）人的資源省 
 
（５）国（地域）名：シンガポール 

拠点機関：（英文）National University of Singapore 
      （和文）国立シンガポール大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Epidemiology and Public 

Health・Professor and Head・David Koh Soo Quee 
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 協力機関：（英・和文）（英文）Ministry of Manpower 
           （和文）人的資源省 
 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
アジア各国は、工業化の進展度に応じてアスベスト(石綿)への依存を強めてきた。わが国

は、欧米へのキャッチアップを果たした 1970～80 年頃に石綿使用がピークアウトしたが、

大量使用は 90 年代中頃まで遷延した（06 年から全面禁止）。一方、他のアジア諸国におけ

る工業化は 90 年代から加速し、今日なお高成長が続いている。これを反映し、欧米に比べ

た石綿使用のトレンドは、まず日本が 10 年強遅れ、他のアジア諸国が日本よりさらに 10
年遅れ、未だに使用を伸ばしている国がある。一方、世界で年 10 万人の発生があるとされ

る中皮腫や肺がんなど石綿疾患の顕在化には 30－40 年を要するため、石綿疾患のトレンド

についても長期の時間差を想定した対応が求められる。わが国では石綿疾患の広がりが 05
年に社会問題化したが、過去の石綿使用トレンドに対応して将来的な石綿疾患のトレンド

が予測でき、アジア諸国が日本よりさらに約 10年遅れて日本に似た道を辿る危険性は高い。

しかしながら、個別の国についてみると、固有の工業化の進展度と石綿使用状況を有して

いるため、石綿疾患予防に対して固有の「機会の窓」がある。すなわち、まず工業化の進

展度が遅れている国では石綿使用への依存を未然に防ぐ 1 次予防が可能である。進展度が

中等度の国では、さらなる石綿使用の中止と合わせ、石綿疾患の早期発見･早期治療（２次

予防）に注力する必要がある。工業化が早期に進んだ国（日本など）では、これらに加え、

有効な治療法の開発、患者ケア、公正な補償のあり方（３次予防）にも力点をおかなくて

はならない。そこで、本計画では、アジアの石綿疾患の予防と根絶に向け、域内で異なる

工業化と石綿使用の進展度に対応した関連技術と対策の共有および技術移転を促進するた

めの学術基盤を形成することを目標とする。関連成果は 終的にアジア以外の世界各国へ

の還元も目指すためアジア・イニシアチブと称する。 
 
 
６．平成２２年度研究交流目標 
 研究協力体制の構築」： 終年度となる平成２２年度においては、基盤が構築されたネッ

トワークの強化および交流の深化により域外を含む世界全体と共有できるような具体的成

果物を生み出す。また支援終了後において先進国側にも研究的成果が還元されることを目

指し全関係国が便益を享受できる体制を構築する。そのためにネットワークが総花的にな

らないよう協力に重点をおくべき国/機関を絞り込み、支援終了後の継続性を図る。 
「学術的観点」：保健医療関係者･行政官･エンジニア等関係者が参照できる学術ツールを開

発、完成させる。ただし、当初予定していた書籍化よりもニーズが高いことが判明し、か

つ実用性も高いと判断されたツールキットをデジタル教材として開発し、 終形として 
CD-ROM 制作かつ/またはウェブ上の公開を目標とする。 
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「若手研究者育成」：途上国の石綿使用（ヒトでの曝露）と石綿関連疾患の現状に関するフ

ィールド調査には国内拠点機関の若手研究者（院生・助教）を派遣する。途上国の若手研

究者の知識と技術力向上のため拠点機関を含む高次専門施設での研修に招聘する。第 3 回

国際セミナーにおいて若手研究者の参加・報告を奨励する。 
 
 
７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

具体的成果物としての「石綿疾患根絶のための予防技術」の英語版 DVD 教材について、

本年度開催の第 3回国際セミナー（AAI-3）で内容評価や配布を含む活用方法等につき討議

した。その結果、同 DVD は途上国の行政官・医療関係者の間で視聴され、基本的知識の獲

得に役立ったとする意見の反面、「英語の質が悪い」「 新の知見が反映されていない」「文

献資料が添付されていない」などの意見が出された。また視聴後は仕舞い込まれ、当初想

定した受益者に行き渡っていない等の問題点も浮上した。改善策として、 新の文献的知

見を加えた包括的なナレッジベース型のツールとして、PC 上またはウェブ常駐システムへ

展開する必要性とともに、先進国側研究者による情報収集と途上国側受益者による査読の

役割分担について合意し、今後 1年間の期間と別予算を充てて実現する。 

支援終了後に先進国側にも研究的成果が還元され、全関係国が便益を享受できる体制を

いかに構築したかという点について、まず「先進国側の便益」として途上国と共同研究の

機会を得、論文業績を共有できた。AAI-3 で新たに構築された研究協力体制の例として、石

綿サンプル分析においてはタイ－韓国、石綿廃棄物処理においてはマレーシア－シンガポ

ール、石綿関連疾患の診断においてはベトナム－日本の二国間協力関係が構築された。 

支援終了後の継続性を図る重点国として、拠点機関のある国では「浸透」が見込める順

にベトナム、タイ、マレーシア、中国となる。 重点国のベトナムでは、今般のセミナー

開催および日本の病理専門家とベトナム関係者の間の交流活動を通じ、ベトナムで悪性中

皮腫が疑われる症例の検証が進み、現段階で 6例以上の中皮腫が存在することが判明した。

この事実に関して、過去の石綿使用状況の詳細が不明の途上国で石綿の指標疾患である中

皮腫が既に発生していること、および、本来診断が困難で稀な悪性腫瘍である中皮腫につ

いて途上国にも診断のポテンシャルがあることを示した意義は大きい。タイでは本年 3 月

バンコクのアジア労働衛生会議（ACOH）において、石綿関連疾患を中心テーマに取り上

げ、同国での石綿使用禁止に向け、マスコミも巻き込んだ官民一体の取り組みが始まった。

なお同会議では日本側コーディネーターが AAI-3 の成果を再確認するシンポジウムを主催

し、同国の石綿禁止の流れを加速させることに貢献した。マレーシアは拠点機関のマラヤ

大学がネットワークから脱落したものの、協力機関の人的資源省との間で日本側コーディ

ネーターによる訪問研修および同省労働安全衛生局局長の日本側拠点機関に対する訪問研

修を実施した（別予算と組み合わせ）。中国は相手国側拠点機関コーディネーター（疾病予

防センター所属）が 3 年連続で国際セミナーに参加したものの、政府方針の下で大量の石
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綿使用が続いているため予防・根絶関連の取り組みは弱く、支援終了後に国レベルで関係

維持は困難と見ている。 

先進国側ではシンガポール（拠点機関）とともに韓国（協力機関）の役割が大きいこと

を再確認した。日本側拠点機関と石綿疾患予防のための国際協力のあり方に関する論文を

共同執筆した（後者は印刷発行済み、前者は投稿準備中）。本事業において確立された石綿

疾患根絶のための「アジア・アスベスト・イニシアチブ（AAI）」はその名称と活動実績が

広く認知され、支援終了後の類似の活動の継続について、日本を含む各国の様々なレベル

（大学および行政）および国際機関の間で検討が進んでいる。相手国への直接的貢献とし

て、英語版 DVD 教材を途上国の拠点機関コーディネーターから当該および周辺国関係者に

配布し受益範囲を拡大した。他方、先進国側拠点機関の研究者が章の執筆を分担して、ナ

レッジベース型のツールへ展開されている。 

 

７－２ 学術面の成果  

「石綿疾患根絶のための予防技術」の英語版 DVD は、医療関係者・行政官・エンジニア

等幅広い層が参照できる教材ツールとして具体的成果物として完成、関係者に配布した。

配布先は相手国側のコーディネーターを介して、その判断に基づいて行ったが、世界保健

機関（WHO）、国際労働機関（ILO）、国連大学グローバルヘルス研究所（UNU-IIGH）も

含めた。これにより本 22 年度において WHO の仲介により国連環境計画（UNEP）ロッテ

ルダム事務局から日本側コーディネーターに対して内容照会が行われた。その結果、基本

的予防技術の枠を超えて、 新分の科学的知見や各国の法制度・取組を含む、石綿疾患根

絶に資するあらゆる関連情報を網羅したナレッジベースを核とするツールキットの開発が

新たに委託された。今年度開催した AAI-3 において、ベースとなる DVD 教材の製作・配

布・視聴結果について総括し、次段階のツールキット開発（本事業外の新規予算）につな

げることとした。関連の討議では、受け手側でビデオ視聴型の DVD 教材には視聴の手間、

内容の固定化・陳腐化（「飽き」の問題）等の欠点があり、途上国による活用度合いは期待

したほど高くなかったことが総括された。その解決策として、文献的知見を加えた包括的

なナレッジベース型のツールとして、PC 上またはウェブ上に常駐させられるシステムが望

ましい、と結論づけた。本事業により構築された学術基盤上でビデオ視聴型の DVD 教材の

製作・配布・還元した経験を踏まえ、本事業外も同一基盤上でさらに一年間かけて次世代

ツールキットを開発するための具体的手順と分担体制を確立した。 

 なお、平成 22 年以降における学術面の成果として、本交流事業により発表され、かつ事

業名が明記された論文は、既に印刷または掲載受理された論文計 9 編①～⑨（うち英文原

著論文 4 編①⑤⑥⑧、英文非原著論文 1 編③）に達している。海外学術誌英文原著論文の

うち 2 編が Impact Factor=6.1 の SCI 誌（誌名 Environmental Health Perspectives）、同

1 編が同 1.9 の expanded SCI 誌（誌名 Respirology）に印刷/受理印刷中であり、投稿中の

同 1 編は同 5.3 の SCI 誌にて外部査読中、残る 1 編の英文非原著論文は招待論文である。

海外学術誌英文論文では外国人若手研究者・相手国側拠点機関コーディネーター、協力機
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関外国人研究者等が共著者に加わっている（若手研究者の役割については後述）。別の 4 編

は和文論文である。内容はいずれも本事業に直結し（そのことが明らかとなるように欄外

リストとして明示）、世界またはアジアにおける石綿関連疾患の疫学的分析結果または国際

協力について論じている。したがって相手国への貢献および相手国からの貢献として、学

術論文の執筆を国際共同の枠組みで行い、論文業績を共有した点を挙げることができる。 
 
７－３ 若手研究者養成 

共同研究においては、まず、本事業名が明記された 2011 年以降の報告論文 9編において

若手研究者に積極的役割を持たせた結果、原著論文 4 編中 3 編で院生または助教（助手）

が筆頭著者となった。また全 9 編のうち国内拠点機関コーディネーターによる単著論文以

外では必ず共著者に加わった。次に、石綿関連疾患ツールキットの製作においては、シニ

アレベルの研究者が執筆の中心となったものの、二つの相手国側拠点/協力機関において若

手研究者による章の執筆が進んだ（①シンガポール大学では同国の石綿取扱い法制度の実

態について助教クラスの John Lim Wah が執筆を担当；②マレーシアの UNU 大学では石

綿疾患の経済的評価の総説について院生の Ahmad Qureshi が執筆を担当）。 

国際セミナーにおいては、若手研究者の参加と報告を積極的に促し、途上国・先進国と

もにシニアクラスの研究者と若手研究者の比率はおよそ 2 対 1 となった。若手研究者養成

という方針は第 1 回国際セミナー以来周知されており、各国とも可能な限り若手研究者が

報告者（第一演者）となった。各国で石綿問題に対する若手のモチベーションを高めると

いう目標は一定程度達成できたと考える。 

研究者交流においては、国内拠点機関の若手研究者として助教 1 名を相手国協力機関で

あるモンゴル健康医科大学に派遣した。同助教はモンゴル国の保健省・国立がんセンター・

WHO ウランバートル事務所および本事業の国内協力機関である労働者健康福祉機構関係

者と連携して、石綿関連を含む職業性肺疾患の診断・治療・予防に係るワークショップに

参加、報告発表を行い、意見交換した。参加した現地の医療および行政関係者はこれから

石綿関連疾患の診療や行政的管理に当たる立場の若手を含む人たちである。さらに国内拠

点機関の院生 1名は京都の第 10 回国際中皮腫会議において学会報告した。 

 相手国側拠点機関のうち、ベトナム NIOEH およびマレーシア人的資源省については、

関連する WHO/JICA 事業予算と組み合わせること（ファンドマッチング）で若手を含む研

究者・行政官を国内拠点機関への招聘が実現し、石綿関連疾患対策に係る知識伝達と技術

力向上のための研修を実施した。 

 

７－４ 社会貢献 

 平成 22 年度の主要活動として、福岡市においてアジア・アスベスト・イニシアチブ第 3

回国際セミナーを開催した。日本側拠点機関の産業医科大学が主催（若手研究者を含め 14

名が参加）、国内から 8 つの関係機関および相手国拠点機関(4)と協力機関、さらに国際機

関(4)が参加した。国内協力機関としては厚生労働省化学物質対策課（課長が出席報告）と
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環境省石綿健康被害対策室（室長が出席報告）を含む。さらに国際機関として国際労働機

関(ILO)本部、世界保健機関(WHO)西太平洋地域事務局(WPRO)、同ハノイ事務所、東南

アジア地域事務局(SEARO)、国連大学グローバルヘルス研究所(UNU-IIGH;所長・院生を

含む)、国連環境計画(UNEP)ロッテルダム条約事務局(RC-S)から各々代表者が出席報告し

た。 

 本セミナーの開催内容、収集された知見と課題について、産業医学ジャーナル 34 巻 1 号

19-25 頁に「アジア・アスベスト・イニシアチブ（AAI）の節目～第 3回国際セミナー(AAI-3)
を福岡市で開催～」にまとめた。本セミナーについては平成 23 年 2 月 20 日付毎日新聞朝

刊に「石綿被害防止へ日韓連携・アジア途上国に治療支援」として紹介された。また本交

流事業により発表され、かつ事業名が明記された論文成果につき、平成 22 年 9 月 2日付毎

日新聞「隠れ中皮腫死 4 万人・日本の研究者 15 年間世界推計」として紹介された。なお、

本成果については掲載誌側からも平成 23 年 1 月 4日付国際プレス発信され、ウェブ上各方

面で引用されている。（http://ehp03.niehs.nih.gov/static/pressreleases.action） 

 なお、平成 22 年 6 月 1日参議院環境委員会で「アジア・アスベスト・イニシアチブ」が

俎上に上り、外務省、環境省、厚生労働省による答弁が行われた

（http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php）。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

アジアでの石綿関連疾患根絶には息の長い取組が必要であり、支援終了後いかに協力活

動を継続するかが課題である。わが国は多くの関連技術・人的資源を有することから長期

的には本取組を日本イニシアチブとして定着させることが望ましい。他方、韓国も同様の

技術・資源を有していることから、今年度の第 3回国際セミナー（AAI-3）において韓国環

境省が本テーマで日本と連携することに強い意欲を示した。また平成 23 年 3 月時点におい

てもその旨の意思表示が続いていることから、AAI-4 については韓国側が主催し、その後は

日韓交互に開催する方向性を検討している。コーディネーターとしては 3 年間の活動を通

じて構築した人的ネットワークをはじめ、学術基盤の詳細情報について韓国側と共有し、

韓国と全面協力していきたいと考えている。 

どのような展開となるにせよ、コーディネーターは現在、WHO 指定協力機関（WHOCC）

の石綿関連疾患根絶に係るグローバル・プラン・オブ・アクション（GPA）のイニシアチ

ブ・リーダー（統括責任者）として本テーマにおける国際協力の要の位置におり、関連の

国際活動に関わっている。具体的計画として、①平成 23 年 9 月にイスタンブールで開催さ

れる世界労働安全衛生会議で本テーマに係るシンポジウムを開催する（シンポジウム責任

者兼シンポジスト）。②平成 23 年 3 月に開催されたアジア労働衛生学会（AAOH）では、

コーディネーターが AAOH 会長に選出され、次期 2014 年会議実行委員長として福岡市に

おいて ACOH2014 年を開催する。同国際会議においてはアジアの石綿関連疾患対策を中心

的テーマの一つに据えて、AAI の活動の継承を図る計画である。 
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度々触れてきたように、既に WHO・ILO・UNEP の国際機関が石綿関連疾患対策を推進

することにコミットしており、これに加えて、今般の支援事業を通じてアジア域内の官学

関係者による協力基盤が実現され、韓国もリーダーシップを発揮する用意ができているこ

とから、今後いかに日本側において継続的体制を構築できるかにかかっている。そのため

に今後新たな予算的基盤を獲得することは不可欠と考えている。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数    7 本（平成 22 年 1 月以降 9本） 

   うち、相手国参加研究者との共著  4 本（平成 22 年 1 月以降 5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  7 本 

（平成 22 年 1 月以降 9本） 

 
 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

石綿関連疾患の予防技術に係る英語ビデオを収録した DVD 教材について完成・配布を実

現した。すなわち、同 DVD を国外拠点機関および協力機関において要請があるたびに配布

するとともに年度を通して拠点/協力機関所属以外の国外研究者から要望を受けるたびに

配布を続けている。平成 22 年度に開催した第 3 回国際セミナー（AAI-3）においてツール

の受益者であるである途上国関係者による内容評価および配布を含む活用実績について総

括を行った。ビデオ視聴型ツールは、受け手側にとっては PC または DVD プレーヤーに挿

入し視聴すればよいという利便性はあるものの、一回視聴した後は「わかった」気になり

反復的に活用されることがない、文献的知見との関連づけが不明、 新の知見を取り込め

ない等、多くの欠点のあることが指摘され、技術を伝達するツールの長短所として整理さ

れた。同コンテンツの作成にあたっては先進国・途上国双方の石綿関連疾患および同対策

に関する実態を調査した知見を反映させた。 

より費用効果の高いツールのあり方が議論された結果、 新の文献的知見からポイント

を抽出し系統的に整理した、アップデート可能なナレッジベース型のツールにつなげるべ

きことが関係者の間で合意された。章立ては、ハザード同定、曝露評価、石綿関連疾患の

診断、疫学的知見、石綿代替品、関連施策、ガイドライン、啓発を含むリスクコミュニケ

ーション、経済学的評価などに関する 新の知見・情報とノウハウ・技術とした。媒体と

しては PC 上またはウェブに常駐のシステムとすることで外部情報源を取り込み、情報の陳

腐化に対応する。石綿関連疾患の経済的評価では国連大学 UNU が執筆貢献することになっ

た。本計画では DVD 教材を開発した実績と反省に立ち、今般構築されたネットワーク基盤

を支援終了後に継続する。費用は WHO の仲介を得、国連環境計画（UNEP）ロッテルダ

ム条約事務局（RCS）から開発予算を獲得したものを充当する。WHO 指定協力機関のブロ

ーバル・プラン・オブ・アクション（GPA）の一研究課題として WHO からも認証された。 
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８－２ セミナー 

 国内拠点機関である産業医科大学は、石綿疾患根絶のためのアジア・イニシアチブ（AAI）
第 3 回国際セミナー（AAI-3）を 2010 年 11 月 2－4 日に福岡市において開催した。AAI-3
は、福岡空港が近接しアジアからアクセスのよい博多駅横のホテルを会場とし、14 カ国か

ら 82 名が参加した。従来の大学シンポジウム予算は廃止され活用できなくなったため、不

足分については国際機関とのファンド・マッチング（piggy-back 形式）を行った。会議で

は、完成配布した「石綿疾患の予防・根絶のための技術」の英語版 DVD 教材について、制

作内容の評価・活用方法に関する報告討論を行うとともに、支援終了後の活動として次世

代型ツールの開発につなげるための意思統一を図り、具体的活動の方法を検討した。 
 これに加え、共同研究の枠組みによる学術的成果をはじめ、各国での石綿使用および石

綿関連疾患に係る調査研究および予防根絶対策にかかる活動成果について報告討論した。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 基盤上の様々な活動成果を拠点機関側で集約した知見に基づき、拠点側研究者が国際学

会/会議・相手国側で開催されたワークショップに出席し、報告討議した。すなわち、①コ

ーディネーターが国際会議に出席し、関連の報告を行うとともに協力研究者と意見交換を

行い、②助教（若手研究者）が相手側協力機関の主催するワークショップへ出席報告する

とともに当該国で石綿使用状況に係るフィールド調査を実施し、③院生（若手研究者）が

石綿関連疾患のグローバルな状況を解析した国際共同研究の成果につき関連の国際学会に

参加報告した。 
なお、ツールキットの評価・新規開発に当たっての役割分担や進捗状況を確認するため

拠点および協力機関の研究者が適宜メール交換や skype会議を行ったのはもちろんのこと、

同様の目的で相手側研究者を日本側拠点へ受入れて face-to-faceで相談する際にはファンド

マッチングにより招聘を実現した。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・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> 

ベトナム 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 

ﾏﾚｰｼｱ 

<人／人日> 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

<人／人日> 

モンゴル 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日>
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/21 1/4 2/14 0/0 0/0 0/0 0/0 6/39 

実績 0/0 1/5 1/6 0/0 0/0 1/12 1/9 4/32 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

実績 2/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/6 

モンゴル 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

実績 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/8 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 9/45 
 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9/45 

実績 8/59 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/59 

中国 

<人／人日> 

実施計画 4/20 0/0 
 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/20 

実績 2/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/9 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 6/30 0/0 0/0 
 

0/0 0/0 0/0 0/0 6/30 

実績 4/27 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/27 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 5/25 0/0 0/0 0/0 
 

0/0 0/0 0/0 5/25 

実績 2/12 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/12 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

<人／人日> 

実施計画 3/15 0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 0/0 3/15 

実績 2/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/15 

合計 

<人／人日> 

実施計画 27/135 3/21 1/4 2/14 0/0 0/0 0/0 0/0 33/174

実績 21/136 0/0 1/5 1/6 0/0 0/0 1/12 1/9 25/168

 

※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。） 

※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 

 22 ／ 95 <人／人日>    18 ／63 <人／人日> 
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１０．平成２２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 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）アスベスト疾患根絶のためのアジア・イニシアチブ 

（英文）Asian initiative for the elimination of asbestos diseases 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）高橋 謙・産業医科大学・教授 

（英文）Takahashi Ken・University of Occupational and Environmental 
Health, Japan・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Dinh Xuan Ngon・National Institute of occupational and Environmental 
Health・Vice Head 
Guowei Pan ・ Liaoning Provincial Center for Disease Control and 
Prevention・Chief Doctor 
Yothin Benjawumg・Srinakharinwirot University・Associate Dean 
Awang Bulgiba Awang Mahmud・Malaya University・Associate Professor 
and Head 
David Koh Soo Quee・National University of Singapore・Professor and 
Head 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 ベトナム タイ 韓国 計 

<人／人日

> 
<人／人日> <人／人日> <人／人日>  

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/21 2/14 0/0 5/35 

実績 0/0 1/6 1/9 2/15 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

実績 1/2 0/0 0/0 0/0 1/2 

<人／人日> 
実施計画      

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 3/21 2/14  5/35 

実績 1/2 0/0 1/6 1/9 3/17 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２２年度の研究

交流活動 

下記に箇条書きする交流活動によって、途上国の知見や技術に係る現状並び

に先進国側から提供可能な知見や技術を整理した。 
 
１．4/14～15  Seong-Kyu Kang 拠点機関招聘 

・ 韓国労働安全衛生公団（KOSHA）の附置研究所（協力機関）所長を招聘、
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日本側拠点機関・AAI 事務局子関係者を交え、AAI の 終年度成果物として

計画している石綿疾患の予防と根絶のためのツールキットの共同開発の進

捗状況評価と今後の進め方につき意見交換した。基本技術を網羅した DVD
教材については、第 3 回国際セミナー（AAI-3）で受け手側である途上国受

益者による内容評価や配布を含む活用方法について総括を行う必要がある。

その上で、より包括的なナレッジベース型のルールキットの必要性が増して

いる認識を共有し、AAI-3 で学術基盤関係者全員に同構想について諮ること

とした。次段階では日本と韓国が連携しながら域内で中心的役割を果たして

いくことを確認し、支援期間終了後に取り組むべき協力体制や時期的目標に

ついて合意した。 
招聘による話し合いの成果について、共同執筆により、石綿関連疾患の予

防と根絶のための国際協力のあり方に関する理論的根拠に関する論文にま

とめることとした。 
 

２．8/30～9/4 拠点機関 Eun-Kee Park 准教授 バンコク ロッテルダム

条約事務局（SRC）主催｢化学物質管理に関する国際機関間会議｣に出席報告

国連環境計画ロッテルダム条約事務局（SRC）がタイ保健省（協力機関）

と共同開催した「化学物質管理に関する国際機関間会議」に出席、同会議は

クリソタイル（白石綿）を同条約に定める管理物質に加えるべきことを主要

議題とし、アジア太平洋地域の石綿問題啓発に関する分科会において、白石

綿を加えることを推進すべきとの立場から、日本の過去の石綿使用および現

在の石綿関連疾患の実態について報告した。この中で、AAI が国際協力の枠

組みで石綿関連疾患根絶のための研究と技術移転が進んでいる経緯と実績

を紹介し、同基盤と国際機関の活動を相互に結びつけることの意義を強調し

た。タイの拠点機関であるスリナカリンウィロット大学関係者他、域内の複

数の協力機関も参加報告したことから、AAI の実績と将来のポテンシャルに

ついて理解が進んだ。 
 

３．H23.1/4～12 拠点機関 Eun-Kee Park 准教授 韓国  

ベトナムの拠点機関が採取した石綿含有と思われる建築材料を韓国産業

安全衛生公団（協力機関）に提供し、共同的に石綿含有の分析を行った。そ

の分析技術および得られたデータについて評価するとともに、日本側からは

石綿曝露集団を追跡するためのバイオマーカー技術と疫学的知見を提供し、

終的に日本－韓国－ベトナムの間で関連技術を共有した。石綿に関する製

品中の同定・定量分析技術、生物学的モニタリング、制度を含む関連の曝露

防止技術の標準化につき共著論文の執筆の原案を練った。 
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研究交流活動 

成果 

上記１．の交流による石綿関連疾患の予防根絶のための国際協力の理論的根

拠に関する論文を含み、計 9 編の論文（本交流事業により発表され、かつ事

業名が明記されたもの）を執筆した。上記３．の交流による関連技術の国際

比較に関する論文は草稿中であり、既に印刷または受理印刷中の 9 編に含め

ていない。また海外学術論文では外国人若手研究者・相手国拠点機関コーデ

ィネーター、協力機関外国人研究者を共著者に加えた。 終的成果として目

指した石綿関連疾患のツールキット開発については、「石綿疾患根絶のため

の予防技術」の英語版 DVD 教材を完成し、途上国の行政官・医療関係者に

配布、視聴が果たされたことで取組への啓発と基本的技術に関する知識が普

及した。本教材の総括として、第 3 回国際セミナー（AAI-3；後述）開催時

に関連のワークショップを設定し、受益者側の詳細な印象・評価を還元して

もらい提供者側と討論した。 
日本側参加者数  

18 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

ベトナム側参加者数 

8 名 （１３－２ ベトナム側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

4 名 （１３－３ 中国側参加者リストを参照） 

タイ側参加者数   

6 名 （１３－４  タイ側参加者リストを参照） 

マレーシア側参加者数   

4 名 （１３－５ マレーシア側参加者リストを参照） 

シンガポール側参加者数   

2 名 （１３－６ シンガポール側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）独立行政法人日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形

成事業 アジア・アスベスト・イニシアチブ国際セミナー

（英文）JSPS AA Science Platform Program : Asia Asbestos 
Initiative International Seminar 

開催時期 平成 22 年 11 月 2 日 ～ 平成 22 年 11 月 4 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・福岡 
（英文）Japan・Fukuoka 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）高橋 謙・産業医科大学・教授 
（英文）Takahashi Ken・University of Environmental and 

Health, Japan・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. 17／58
B. 
C. 

モンゴル 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

A. 1／8
B. 
C. 

韓国 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

A. 1／4
B. 
C. 

ベトナム 

<人／人日> 

A. 8／59
B. 
C. 

中国 

<人／人日> 

A. 2／9
B. 
C. 
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タイ 

<人／人日> 

A. 4／27
B. 
C. 

マレーシア 

<人／人日> 

A. 2／12

B. 

C. 

シンガポール 

<人／人日> 

A. 2／15

B. 

C. 

合計 
<人／人日> 

A. 37／192

B. 

C. 

 
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。） 
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セミナー開催の目的 3 年間の活動の集大成としてツールキットの制作内容・活用方法に

関する報告討論を行うとともに支援期間終了後の活動を継続する

ための意思統一を図り、具体的活動の方法を検討することを目的と

した。 

セミナーの成果 セミナー中に 終成果物を総括する目的で実施したワークショッ

プにおいて、途上国側関係者は、開発した DVD 教材の視聴を通じ、

国段階の公衆衛生上の課題として石綿問題に取組む必要性を認識

し、そのための基本的知識や技術に関する知識を獲得できた点を高

く評価した。他方、ビデオ視聴型の DVD という媒体では、完成後

に 新の知見を反映されにくい、文献資料へのアクセスが容易でな

いなどの問題点も指摘された。その解決のため、 新の文献的知見

を随時取り込めるナレッジベース型ツールとして、PC 上またはウ

ェブ常駐システムへの展開を目指し、本支援事業終了後にも今般構

築された基盤を活用していくことになった。次段階ツールキットの

構成（章立て）や役割分担についても合意され、セミナー開催後に

も拠点機関および協力機関間でメールや skype を通じた連絡を続

けている。 
セミナーの運営組織 大会長：高橋 謙 

事務局長：Park Eun-Kee（国内拠点機関） 
事務局：産業医科大学環境疫学教室 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容           金額 
 国内旅費          1,342,620 円 
 外国旅費           1,607,192 円 
 消耗品費            30,429 円 
 その他経費          1,079,820 円 
 消費税             79,884 円 
 合 計             4,139,945 円 

国（地域）側 内容              金額 

国（地域）側 内容              金額 
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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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

モンゴル 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/4 0/0 1/4 

実績 1/5 1/12 2/17 

 

<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 1/4 0/0 1/4 

実績 0/0 1/5 1/12 2/17 

②  国内での交流      1 人／5人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

産業医科大学 

教授 

高橋 謙 

中国（台湾） 

台北 

EPICOH2010 

4/21 

～ 

4/25 

国際会議 EPICOH-MEDICHEM2010
で世界の石綿疾患の疫学研究に関するﾐ

ﾆｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの企画者兼座長として、同発

表者であり協力研究者の Ignatius 
Taksun Yu（中国香港）を含む域内研究

者と石綿関連疾患の現状につき報告と

意見交換を行った。 

産業医科大学 

助教 

Delgermaa 
Vanya 

モンゴル 

ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ 

WHO 支局 

7/30 

～ 

8/10 

当該者は海外協力機関に所属し、その後、

国内拠点機関に助教として異動している。

用務は国内および相手国協力機関関係者

さらに世界保健機関（WHO）と連携してモ

ンゴル国で現地医療・行政関係者向けに

開催された職業性肺疾患の診療に係るワ

ークショップに出席報告した。演題は「世界

の石綿使用と疾病負担」。同国における石

綿含有製品の普及状況を実際の関連市場

でフィールド調査したさらに、同国のがん診

療関係者と接触し、中皮腫疑い症例に係る

診療録データや病理検体を収集した。 
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産業医科大学 

大学院 

Le Vinh Giang 

日本 

京都 

第10回国際中

皮腫会議 

8/30 

～ 

9/3 

当該者は元来、ベトナムの拠点機関に所

属する医師（研究協力者）であったが、

現在は国内拠点機関に所属する院生（若

手研究者）である。京都で開催された第

10 回国際中皮腫学会に報告出席した。内

容は、石綿曝露により引き起こされる悪

性中皮腫の疫学研究として、悪性中皮腫

の死亡によって失われる生存年数を国

別かつグローバルに評価し、石綿による

公衆衛生学的インパクトの大きさを推

量したものである。研究協力者兼若手研

究者のトレーニングの一環として実施

した。 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 1,429,270  

外国旅費 2,133,092  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 98,836  

その他経費 1,229,159  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

109,643  

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 2/7 

第２四半期 404,474 3/23 

第３四半期 4,392,675 37/192 

第４四半期 202,851 1/9 

計 5,000,000 43/231 

 
 


