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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２４年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
 

日 本 側 拠 点 機 関： 中部大学 
（ ベトナム ） 拠 点 機 関： ハノイ技術大学 
（ バングラデシュ） 拠 点 機 関： ダッカ大学 
（ マレーシア） 拠 点 機 関： マレーシア サバ大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：無機物質に汚染された飲用井戸水に有効な浄化技術を移転するための学術拠点形成 
                   （交流分野：環境学             ）  
（英文）：Academic bases to transfer depurative techniques for heavy metal-polluted tube well water 
                      （交流分野：Environmental Health Sciences ）  
 研究交流課題に係るホームページ： 
             http://www.chubuehs.sakura.ne.jp/chubuehs_AA/HOME.html 
 
３．採用期間 
 平成 22 年 4 月 1 日 ～ 平成 25 年 3 月 31 日 
（3 年度目） 

 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：中部大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：中部大学・学長・山下興亜 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：中部大学生命健康科学部・講師・大神 信孝 
 協力機関： 
 事務組織：中部大学 研究支援センター 
 
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）国名：ベトナム 
拠点機関：（英文）Hanoi University of Technology 

      （和文）ハノイ技術大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Environmental Engineering, 

School of Environment Science and Technology・Lecturer・Thuy Bich LY 
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 協力機関：（英文）Nong Lam University 
（和文）ノン ラム大学 

  
（２）国名：バングラデシュ 

拠点機関：（英文）Dhaka University 
       （和文）ダッカ大学 
  コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Biochemistry & Molecular     

Biology・Professor・Hossain Uddin SHEKHAR 

   
  協力機関：（英文） 
       （和文） 
 
（３）国名：マレーシア 

拠点機関：（英文）University Malaysia Sabah 
       （和文）マレーシア サバ大学 
  コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Pathobiology and Medical 

Diagnostics・Associate Professor・Mohammad Zahirul HOQUE 

  協力機関：（英文） 
       （和文） 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
【背景】：バングラデシュ、ベトナム、タイ、カンボジア、中国、台湾、インド、ネパ

ール等の広範囲のアジア地域で飲用井戸水のヒ素汚染が深刻化している。慢性ヒ素中毒

患者数は、バングラデシュで5700万人、ベトナムで1700万人とも報告され、中毒患者の

数は世界中のエイズウイルス感染者より多いとも言われる。今後、飲用井戸水の汚染状

況がさらに詳しく解明されるにつれて、本問題はさらに深刻なっていく可能性がある。  
  中毒患者における癌発症の原因としてヒ素が考えられている。しかし、ヒ素単独で動  
物に癌を誘導することは困難であるだけでなく、ヒ素には癌抑制作用もあるので、ヒ素

の発癌毒性のレベルについては未だ議論も多い。つまり、発癌に関与する飲用井戸水の

成分さえ、未だ多くの部分が不明なのである。  
  
【目標】：癌患者がヒ素ではなく、ヒ素以外にも種々の無機物質が含まれた井戸水を飲

用していることに着目して国際共同研究・交流を推進し、日本のODA支援等でできた

アジア地域の井戸の意義を、さらに高めることを目的に以下の研究を施行する。  
1. 飲用井戸水における無機物質汚染の現状把握： 相手国の研究者の飲用井戸水の汚染

の現状を正確に把握することが本研究の基本となる。本研究では、ヒ素をはじめとする

無機物質に焦点をあて、相手国研究者と協力しながら飲用井戸水汚染が既に報告されて

いる国のみならず、汚染が疑われる地域で「井戸水」を採取し、飲用水汚染の現状を正

確に把握する。さらに、研究成果については、国際科学雑誌等への公表により、国際的

な関心を高め、国際的な支援を促進する。  
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2. 無機物質の発癌毒性の解析：国際共同研究により、井戸水における無機物質濃度を  
調べる。さらに、飲用井戸水に含まれるレベルを基準とした無機物質において、皮膚癌

（扁平上皮癌、メラノーマ）をはじめとする種々の癌に対する影響について、細胞レベ

ル（試験管内）および動物レベル（生体内）で、定量PCR法、免疫細胞・組織染色法、

ウエスタンブロット等の分子生物学的手法や生理学的検査を用いて解析する。また、無

機物質の毒性に対するメラニン・メラノサイトの生体防御等の作用について検討する。

さらに、無機物質の発癌以外の生体への影響（神経毒性・皮膚毒性等）についても、細

胞レベル（試験管内）および動物レベル（生体内）で検討する。最終的に、無機物質が

どのような分子に作用して、どのような機構で生体に影響を与えるのかを解明し、浄化

システムを開発するための基礎を構築する。  
  
 3. 浄化技術の開発と移転：本国際共同研究により、井戸水の汚染状況に応じた浄化シ  
ステムを、まずは研究室レベルで開発する。発展途上国への飲用水の浄化が最終目標で

あることを念頭に置き、安全で安価な浄化システムの開発をめざす。さらに、飲用井戸

水の無機物質汚染分析・測定方法、浄化すべき無機物質の検索方法、浄化技術に関する

１つ以上の事項について、研究者の国際交流やセミナーを通して技術移転する。 
 
６．平成２４年度研究交流目標 
「研究協力体制の構築」  
4月 25-26日に、中部大学から 4名（加藤・大神・矢嶋・飯田）、マレーシアから 1名

（Hoque 准教授）、バングラデシュから 1 名(Shekhar 教授)の研究者が、ベトナムのハ

ノイ技術大学に集結し、ベトナムの Ly コーディネータの主催で、第 3 回目のセミナー

を行う予定である。ご参加いただける予定の多数のベトナムの研究者とともに、平成

22-23 年度の研究成果や各国環境問題の現状について情報を共有する。さらに、各自の

発表の後に、グループディスカッションの時間をとり、国際共同研究に新たに参加する

メンバーや分担する具体的な研究内容について認識を調整する。また、各国の現状にあ

わせ、疫学研究等、より広い分野・領域において、国際共同研究を進展させていくため

の研究体制を樹立する。セミナーの開催以外にも、H24年 7月頃にバングラデシュのダ

ッカ大学より 2名（Akhand教授・Ahsan 准教授）、ベトナム農業森林大学より 1名（Thang

講師）の研究者を日本側拠点に招聘し、共同研究推進のための技術・知識提供を中心と

する交流を推進する予定である。さらに、H24 年 8月頃に、マレーシアサバ大学の共同

研究者に依頼し、マレーシア国内およびアフガニスタンにて、飲用井戸水や井戸水を飲

用するヒトの尿の採取を行う予定である。また、国内で開催される環境関連学会や海外

学術調査フォーラム等に積極的にも参加し、いっそう充実した平成 24年度の研究協力体制

を構築する。 

  
「学術的観点」  

1. 飲用井戸水における無機物質汚染の現状把握：有害無機物質が原因とされる皮膚疾

患（皮膚色素異常症、皮膚角化症、皮膚癌）の発症発症が報告されているバングラデシ

ュを中心に、ベトナム・台湾・マレーシア・アフガニスタン等のアジア地域において、

微量無機物質（38種類）濃度を比較検討し、アジア地域における井戸水汚染の現状を公

表することにより、国際的な関心を高め、国際的な支援を促進する。また、バングラデ

シュ・ベトナム・マレーシア・アフガニスタン等で、ヒト検体（尿・毛髪・爪等）を採

取し、①微量無機物質（38種類）濃度、②癌関連バイオマーカー、③尿検査等を実施し

ながら、飲用井戸水がヒトの健康に与える影響を検討する。一方、東日本大震災におけ

る環境問題についても考察する。 
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2. 無機物質の発癌毒性の解析：相手国と人的交流を含めた国際共同研究に加えて、第

三国（シンガポール・フランス・ドイツ）と電子メールや電話を通した国際共同研究に

より、まず、皮膚疾患（皮膚黒色症・扁平上皮癌・メラノーマ）を主たる対象として、

病態解析を推進するとともに、発症制御にかかわる分子機構を細胞および個体レベルで

検討する。また、無機物質の毒性に対するメラニン・メラノサイトの生体防御等の作用

について検討する。同時に、無機物質が、他の環境ストレス（紫外線等）と複合で、皮

膚の発癌に与える影響を、分子〜個体レベルで評価する。一方、井戸水に含まれるレベ

ルの無機物質の発癌以外の生体への影響（神経毒性・毛疱を含めた皮膚毒性・アレルギ

ー毒性等）についても、細胞レベル（試験管内）および動物レベル（生体内）で検討す

る。特に、神経毒性については、平行機能・聴覚機能・精神機能等に与える影響を調べ

る。最終的に、無機物質がどのような分子に作用して、どのような機構で生体に影響を

与えるのかを解明し、予防療法や浄化システムを開発するための基礎データを提供する。  

 
3. 浄化技術の開発と移転：研究室レベルで開発した井戸水の汚染状況に応じた浄化シ  
ステム（特許申請中）について、水以外の物質（土壌等）における効果を調べるととも

に、安全性やコストダウンを検討する。さらに、飲用井戸水の無機物質汚染分析・測定

方法、浄化すべき無機物質の検索方法、浄化技術に関する１つ以上の項目について、研

究者の国際交流やセミナーを通して技術移転する。 

 

「若手研究者養成」  
相手国から招聘した若手研究者と日本側の大学院生やポスドク等の若手研究者を含め、

①フィールドワークによる資料収集方法と保管方法、②飲用井戸水に含まれている無機

物質濃度を測定・分析する技術、③マウス組織や土壌の灰化方法および無機物質濃度の

測定・分析技術、④試験管および動物レベルにおける無機物質毒性評価技術、⑤井戸水

に含まれる有害無機物質の浄化技術、に関する国際共同研究を実施し、若手研究者の養

成に努める。  
 

７．平成２４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ください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

当初の予定通り、2012 年 4 月 25-26 日に、ベトナムのハノイ技術大学にて、中部大学

から 4名（大神コーディネータ・加藤・矢嶋・飯田）、マレーシアから 1名（Hoque コ

ーディネータ）、バングラデシュから 1名（Shekhar コーディネータ）、ベトナムから

Ly コーディネータをはじめとする数名が参加し、最終年度のセミナーを開催した。ま

ず、平成 22-23年度における研究の進捗状況や各国で話題になっている環境問題につい

てリアルタイムの情報を共有した。次に、グループディスカッションにて、国際共同研

究に参加するメンバーや分担する研究内容を調整した。特に、①バングラデシュにおけ

る慢性ヒ素中毒患者からのサンプリング、②ベトナムにおける井戸水や飲用雨水のサン

プリング、③マレーシアにおける井戸水のモニタリング調査について、具体的な研究計

画をねりあげた。セミナーの開催以外にも、7 月にバングラデシュのダッカ大学より 2

名（Akhand 教授・Ahsan准教授）を、10月にベトナム国立大学より 1名（Thang講師）

の研究者を日本側拠点に招聘し、浄化剤の作製方法やサンプリングの種類・方法・地域

を決め、サンプリングを実施した。また、中部大学の加藤・大神・矢嶋等は国内で開催

される環境関連学会や海外学術調査フォーラム等に積極的にも参加し、国内研究者との交流

も深めながら研究協力体制を構築した。 
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７－２ 学術面の成果 

1. 飲用井戸水における無機物質汚染の現状把握：バングラデシュとベトナムを中心に

アジア地域において、井戸水の採取を行い、微量無機物質（38種類）濃度をICP-MSを用

いて測定した。また、バングラデシュにおいては、ヒト検体（尿・毛髪・爪等）を採取

し、微量無機物質（38種類）濃度、尿中のバイオマーカーを測定しながら、飲用井戸水

がヒトの健康に与える影響を調べた。 

 

2. 無機物質の発癌毒性の解析：まず、皮膚疾患（皮膚黒色症・扁平上皮癌・皮膚メラ

ノーマ）を対象として、モデル動物を用いて病態解析を推進するとともに、新しい予防・

治療法を提案した。さらに、ヒ素等の有害無機物質により誘発されるメラニン産生の生

物学的意義を分子レベルで検討した。また、井戸水に存在するレベルの①ヒ素とバリウ

ムおよび②ヒ素と鉄といった有害無機物質の複合曝露により、発癌毒性が亢進する可能

性を示した。一方、井戸水に含まれるレベルのバリウムが、野生型マウスの内耳有毛細

胞・血管条・らせん神経節等を障害し、聴覚を低下させる可能性を提示した。以上のよ

うに、有害無機物質がどのような分子に作用して、どのような機構で生体に影響を与え

るのかを一部解明し、予防療法や浄化システムを開発するための基礎データを提供した。  

 
3. 浄化技術の開発と移転：日本側拠点において開発された浄化システムについて試験

管レベルおよび動物レベルで毒性を調べ、安全性を評価した。さらに、飲用井戸水に含

まれるレベルの有害無機物質汚染の分析・測定方法、浄化すべき有害無機物質の評価表

法、浄化技術について、研究者の国際交流やセミナーを通して、相手国研究者に技術を

移転した。 
 

７－３ 若手研究者育成 

相手国の大学院生や若手研究者および日本側の大学院生やポスドク等の若手研究者を

対象とし、①サンプリングの方法、②ICP-MSや原子吸光光度計を用いて飲用井戸水に含

まれている微量無機物質を測定・分析する技術、③マウス組織の灰化方法、④試験管お

よび動物レベルにおける毒性評価技術、⑤浄化剤の作製方法および井戸水の浄化技術、

に関する国際共同研究を実施し、若手研究者を教育した。日本側拠点では、国際交流を

通じて海外の環境問題を学習した大学院生が、自発的に海外にボランティア活動に参加

する等、若手研究者に国際感覚が芽生え、国際協力の精神を育成できたと考えている。

このように、国際貢献できる若手研究者養成に、十分な成果があった。 
 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

震災地において、土壌等の有害無機物質汚染が報告されている。本事業を通して開発さ

れた有害無機物質の浄化剤を、震災地にも応用できれば、大きな社会貢献が期待できる。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

現在までに、浄化剤の効果は、スモールスケールにおける検討にとどまっている。今後

は、ラージスケールでの検討を進めることが必要である。次に、現地でのパイロットス

タディが必要であると考えている。パイロットスタディがはじまるまでに、入念に安全

性を確認しつつ、現地での実状や法律に合致するように浄化剤の使用方法を調整する必

要がある。さらに、現地の行政にも理解をいただくことも重要で、政治的な支援を確実

にいただきながら、浄化剤の普及推進活動を進めたいと考えている。また、震災地の復

興に本浄化剤を役立てる技術を開発していくことを計画している。 
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７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数 7本 

相手国参加研究者との共著 2本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。） 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 
８－１ 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 22年度 研究終了年度 平成 24年度 

研究課題名 （和文）無機物質に汚染された飲用井戸水に有効な浄化技術を移転するた

めの学術拠点形成 

（ 英 文 ） Academic bases to transfer depurative techniques for heavy 

metal-polluted tube well water 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）大神信孝・中部大学・講師 

（英文）Nobutaka OHGAMI・Chubu University・lecturer 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Thuy Bich LY・ハノイ技術大学・講師 

Hossain Uddin SHEKHAR・ダッカ大学・教授 

Mohammad  Zahirul  HOQUE・マレーシアサバ大学・准教授 

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 バングラデシュ マレーシア 

アフガニスタン(マレ

ーシア側研究者) 

計 

<人／人

日> 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  4/20 0/0 0/0 0/0 4/20 

実績 4/32 0/0 0/0 0/0 4/32 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 1/28  0/0 0/0 0/0 1/28 

実績 1/14 0/0 0/0 0/0 1/14 

バングラデ

シュ 

<人／人日> 

実施計画 2/28 0/0  

 

0/0 0/0 2/28 

実績 2/44 1/8 0/0 0/0 3/52 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0  

 

1/7 1/7 

実績  1/6   1/6 

アフガニスタン(マ

レーシア側研究者) 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/56 4/20 0/0 0/0 1/7 8/83 

実績 3/58 6/46 0/0 0/0 0/0 9/104 

② 国内での交流  7/12 (60/296) 人／人日   

日本側参加者数  

         22  名 （１２－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ベトナム）側参加者数 
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      9名 （１２－２ 相手国（ベトナム）側参加研究者リストを参照） 

（バングラデシュ）側参加者数 

            7名 （１２－３ 相手国（バングラデシュ）側参加研究者リストを参照） 

（マレーシア）側参加者数 

       6名 （１２－4 相手国（マレーシア）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の 

研究交流活動 

バングラデシュのダッカ大学より２名、ベトナム国立大学より 1 名の研究

者を日本側拠点研究室（中部大学）に招聘し、ICP-MS を用いた微量無機物

質測定方法に関する技術移転（国際交流）を行った。さらに、細胞およ

び個体（マウス・ヒト）レベルで皮膚癌や神経系疾患に対する病態解析

方法を教授し、有害無機物質（ヒ素・バリウム・鉄等）が疾患を誘発す

る機構や病態に与える影響を解析する知識・技術を共有しながら国際共

同研究の方向性について相談した。本年度は、事業の最終年度として、

単なる有害無機物質の浄化剤の作製方法の技術移転にとどまらず、吸着

率の評価方法・吸着剤のリサイクル方法に関する技術移転を行った。こ

うした国際交流および国際共同研究の成果は、相手国研究者が共著者に

なった 2編の国際科学誌として公表された。また、日本側からコーディ

ネータを含めた 4名、相手国のバングラデシュのコーディネータおよび

マレーシアのコーディネータが、ベトナムのハノイ技術大学に集結し、

国際シンポジウムにおいて、前年度までの成果を発表するとともに、国

際共同研究の方向性を議論した。現在検体の分析を進めているところで

ある。 

 

２４年度の 

研究交流活動か

ら得られた成果 

研究交流を通して、アジア地域における飲用井戸水を採取し、ICP-MS

を用いて無機物質濃度を測定した。さらに、有害無機物質のヒト検体

（尿・爪・毛髪）における濃度および発癌への影響を分子レベルで解析

した。解析結果に基づいて、有害無機物質に対する発癌毒性を評価し、

井戸水から除去すべき無機物質を選別した。最終的に、除去すべき無機

物質を対象とした無機物質浄化システムを研究室レベル（スモールスケ

ール）で開発した。また、若手教員、ポスドク、大学院生を中心に行わ

れた研究の成果は、学内の研究会だけでなく、全国学会（日本色素細胞

学会・分子予防環境医学研究会・日本衛生学会等）で積極的に発表する

とともに、国際科学雑誌において、速やかに公表された。 
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８－２ 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）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業「日本

学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業 第３回 健康科学

国際会議」 
（英文）JSPS AA Science Platform Program“The 3rd International 
Seminar of Environmental Health Sciences” 

開催期間 平成 24 年 4 月 25 日 ～ 平成 24 年 4 月 26 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）ベトナム、ハノイ、ハノイ技術大学 
（英文）Vietnam、Hanoi、Hanoi University of Technology 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）大神信孝・中部大学・講師 
（英文）Nobutaka OHGAMI・Chubu University・Lecturer 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

（英文）Thuy Bich LY・Hanoi University of Technology・Lecturer 

参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ベトナム） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 0/0 
B. 4/8 
C. 0/0 

 
ベトナム 
<人／人日> 

A. 0/0 
B. 0/0 
C. 6/12 

 
バングラデシュ 

<人／人日> 

A. 0/0 
B. 1/2 
C. 0/0 

 
マレーシア 
<人／人日> 

A. 0/0 
B. 1/2 
C. 0/0 

合計 
<人／人日> 

A. 0/0 

B. 6/12 

C. 6/12 

A.セミナー経費から旅費を負担 
B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 
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C.本事業経費から旅費を負担しない（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。） 
 

 

セミナー開催の目的 最終年度のセミナーは、相手国であるベトナムのコーディネータ
の主催により、2012 年 4月 25-26日に、ハノイ技術大学にて開催
される。ベトナム以外からは、日本側から 4 名とバングラデシュ
およびマレーシアのコーディネータが参加する。アジア地域にお
ける①環境問題の現状、②飲用井戸水における有害無機物質の汚
染状況（H22−23 年度の解析結果）、③井戸水に含まれるレベルの
有害無機物質の発癌毒性と神経毒性に関する分子機構解析、④除
去すべき無機物質の特定と除去技術の開発、⑤浄化剤の実践使用
に向けた課題、⑥各研究者が独自に取り組んでいる研究課題の進
行状況、について議論し、情報を共有する。 

セミナーの成果 1）相手国における環境問題の現状だけでなく、日本の環境問題の
現状についても、相互理解を深めることにより、社会医学的問題
意識を研究者間で共有できた。 
2）日本および相手国の各研究者における本国際共同研究の成果や
進捗状況を確認できた。 
3）研究の進捗状況や研究者の現状に合わせて本事業の計画や体制
を修正しながら、より実効性のある共同研究体制を構築し、さら
に充実した成果を出すための方策を検討できた。 
4）セミナーに参加した学部学生、大学院生、若手研究者は、国際
共同研究・交流を実体験することにより、環境問題の重要性を肌
で感じることができ、国際交流・国際貢献の意識を高めることが
できた。 

セミナーの運営組織 委員長：Thuy Bich LY（ベトナム コーディネータ） 
委員：大神信孝、加藤昌志、飯田真智子、山ノ下理 

開 催 経 費

分 担 内 容

と金額 

日本側 内容              金額 46,479 円 
負担なし 

（ベトナム）側 内容              金額 
負担なし 

（バングラデシュ）

側 

内容              金額 
負担なし 

（マレーシア）

側 

内容              金額 
負担なし 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
(平成 24年度は実施せず) 

 

９．平成２４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 

          派遣先 

派遣元 
日本 

<人／人日> 

ベトナム 

<人／人日> 

マレーシア 

<人／人日> 

バングラデシュ 

<人／人日> 

アフガニスタン (マ

レーシア側研究者) 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  4/20 0/0 0/0 0/0 4/20 

実績 4/32 0/0 0/0 0/0 4/32 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 1/28  0/0 0/0 0/0 1/28 

実績 1/14 0/0 0/0 0/0 1/14 

バングラデシュ 

<人／人日> 

実施計画 2/28 0/0  

 

0/0 0/0 2/28 

実績 2/44 1/8 0/0 0/0 3/52 

マレーシア 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0  

 

1/7 1/7 

実績  1/6   1/6 

アフガニスタン (マレー

シア側研究者) 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/56 4/20 0/0 0/0 1/7 8/83 

実績 3/58 6/46 0/0 0/0 0/0 9/104 

 

※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（ ）

をのぞいた人数・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 

 2／4 (47/229) <人／人日> 7/12 （60/296） <人／人日> 
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１０．平成２４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 １８５,６２０  

外国旅費 ２,３９９,２７３  

謝金 ８５５,５５０  

備品・消耗品購入費 １,２８７,５８３  

その他経費 ２７２,２２９ 
うち利息 
２５５円 

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

０  

計 ５,０００,２５５  

委託手数料 ５００,０００  

合  計 ５,５００,２５５  

 
 
１１．四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 １,３６９,２７９ 8/48 

第２四半期 １,６４９,２５６ 3/47 

第３四半期 ８９７,８４３ 5/21 

第４四半期 １,０８３,８７７ 0/0 

計 ５,０００,２５５ 16/116 

 
 


	Biology・Professor・Hossain Uddin SHEKHAR

