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１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 富山大学 

( ベ ト ナ ム 側 ) 拠 点 機 関 ：  ベトナム軍医大学 

 

２．研究交流課題名 

（和文）： 脳科学と疫学の連携によるこころの教育・研究拠点             

                   （交流分野：環境影響評価・環境政策）  

（英文）：Center for promotion of education and research on mind development based on 

            cooperation with brain science and epidemiology  

        （交流分野：Environmental impact assessment, Environmental policy）  

 研究交流課題に係るホームページ： 

               http://www.u-toyama.ac.jp/jp/international/centers.html 

 

３．開始年度 

平成 21 年度（ 2 年目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：富山大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・西頭德三 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：医学薬学研究部・教授・西条寿夫 

 協力機関：金沢医科大学 

 事務組織：国際戦略本部，研究振興部国際交流グループ，学務部学生支援グループ 

 

相手国側実施組織 

（１）国（地域）名：ベトナム 

拠点機関：（英文）Vietnam Military Medical University 

      （和文）ベトナム軍医大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Physiology・ 

Junior Professor・Tran Hai Anh 

 協力機関：（英文）Ministry of Natural Resources and Environment 

（和文）天然資源環境省 

 経費負担区分：パターン 2 
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５．全期間を通じた研究交流目標 

 脳科学や小児発達精神医学は，特に発展途上国において，未発展である。さらに，途上

国の精神発達障害には，これまでの西欧科学の基準が当てはまらないことが示唆されてお

り，それぞれの文化的背景の理解に立った真の神経科学を確立することが最重要であると

言われている。一方，ベトナムではダイオキシンなどの環境汚染による脳発達障害が懸念

されている。本研究交流では，ベトナムから研究者及び留学生を受け入れ，以下の共同研

究を通じて，神経科学，小児発達精神医学ならびに環境医学や疫学方面において，各専門

分野を理解出来る高度医療人あるいは研究者を育成し，自国における神経科学の発展や環

境問題を自らで解決するとともに，自国で次世代の人材育成ができるリーダーを生み出す

ことを目的とする。 

1. 脳発達の神経・物質的基盤研究 

 情動機能及びそれを担う大脳辺縁系の発達・成熟は，ヒトでは思春期まで継続し，大脳

皮質の高次脳機能の発達を誘導していることが示唆されている。従って，これら情動系の

障害により，前頭葉など大脳皮質の発達障害や機能異常が起こり，キレる子供をはじめ，

種々の脳発達障害（自閉症，学習障害児，統合失調症など）が起こることが示唆される。 

 本研究交流では，1) 動物（マウス，ラット，サル）を用いて，情動・記憶・認知の神経

機構を，情動・記憶の中枢である大脳辺縁系（扁桃体，海馬体，視床背内側核，前部帯状

回）やその関連領域（脳幹，視床及び大脳基底核）及び前頭葉を中心に，分子・遺伝子（種々

の受容体，神経栄養因子，DNA メチル化機構，シナプス形成機構などニューロンの機能制御

に関与する分子・遺伝子機構）から細胞(ニューロンの種々の刺激に対する応答特性)・シ

ステム(脳領域と行動特性の相関)レベルで総合的に解明することを目的とする。また，2) 

健常被験者及び脳発達障害により種々の情動・行動異常を呈する被験者（自閉症，統合失

調症等）を用いて，脳の形態学的発達と情動機能を中心とする機能的発達過程の相関を解

析し，最終的には動物実験によるデータと比較・解析することにより情動発達及び行動異

常の神経機構を探る。一方，日本側研究者は，軍医大学における新研究室(ニューロサイエ

ンス・ラボ)の設置に関わる技術的指導を行うとともに，ベトナム人留学生及び研究者を受

け入れて将来ニューロサイエンス・ラボに携わる研究者を指導し，ベトナム人自身で研究

できる環境を整備する。 

2. 脳発達の臨床的・疫学的研究 

 ベトナムでは，戦争中，枯葉剤の主成分であるダイオキシンに一般住民が暴露し，戦後 35

年経過した現在も，いわゆるホットスポットと言われる高濃度汚染地域では土壌，湖沼，

そこに生息する魚類，及び家禽や卵のダイオキシン濃度が高いがことが報告されている。

しかし，ベトナムにおける環境分析は海外の研究者により行われ，調査地域においても，

サンプルの種類，数においても，限定されたものであった。一方，日本では特に富山県に

おいて母乳中のダイオキシン濃度がベトナムの汚染地と同程度に高く，母乳中のダイオキ

シン濃度と乳幼児の頭囲が反比例することが判明している。 

 本研究交流では，1）日越共通の環境問題であるダイオキシン等の環境汚染物質が小児の

脳神経及び身体の発達，ならびに妊婦に及ぼす影響をベトナム汚染地及び富山で疫学的に
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解析する。また，2）神経・物質的基盤グループと共同で環境汚染物質の脳発達に及ぼす影

響を動物実験により検証する。以上により，現地に最先端分析技術を導入し，その技術者

養成を行うとともに，同共同研究を通じて現地研究者ならびに関連医師及び看護師を指導

し，疫学的調査及び小児脳発達診断や試料分析の現地化を進める。 

 

６．平成２２年度研究交流目標 

「研究協力体制の構築」 

 ベトナム軍医大学において，生後早期のサルを用いた行動実験施設を新たに設けるため，

日本人研究者が現地に訪問し，現地研究者とともに整備に努める。また，ベトナムにおけ

る乳児発達に関する研究を円滑に行うため，ベトナム軍医大学における研究者を対象とし

たセミナー，ならびに地域病院の医師及び看護師を対象としたセミナーを，日本側研究者

と共同でベトナムにて 2 回開催し，協力を依頼する。さらに，ベトナムにおいて，住民が

出産や一次医療を受ける地区診療所及び地域病院の医師，看護師，保健師などの医療スタ

ッフへの協力依頼と妊産婦管理，乳幼児保健についての保健技術教育を行い，研究実施体

制を強化する。 

 

「学術的観点」 

1. 脳発達の神経・物質的基盤研究 

 昨年度から日本で開始した，ベトナム人研究者と共に，生後早期から活動を開始し，脳

発達に関与すると想定される大脳辺縁系及びその関連領域（上丘，視床枕，扁桃体，前部

帯状回）からニューロン活動を記録・解析する研究を本年度も行い，データを追加する。

また，種々の遺伝子ノックアウト動物を用い，大脳辺縁系及び前頭葉における神経・物質

機能に関する研究では，行動学的研究を開始する。さらに，金沢医科大グループと共同で，

ダイオキシンの脳発達障害に関する研究を開始する。ヒトを用いた研究では，統合失調症

患者における扁桃体体積と形態学的神経発達指標（透明中核など）との関連を検討し，統

合失調症における扁桃体の形態異常の意義をさらに明らかにする。また，ヒト前頭葉機能

の研究も開始する。 

2. 脳発達の臨床的・疫学的研究 

 本年度はコントロール地域（サンチャー地区）を主な交流目標対象とし，サンチャー地

区病院の病院長，産婦人科医師，予防医学科医師からなる追跡調査チームに加え，ベトナ

ム軍医科大学医師と金沢医科大学研究者とからなる研究協力体制を構築する。4 月と 11 月

には，同地区出生児 80 名についての出生児身体測定やベーリー乳幼児発達尺度を用いた調

査を生後 4 ヶ月と 1 歳時に行い，汚染地域と比較可能なデータを収集する。また，そのデ

ータを汚染地域と比較して検討し，ダイオキシンの脳神経発達毒性についての新しい知見

を得る予定であり，学術的観点からも興味深いと考えられる。 

 

「若手研究者養成」 

1. 若手ならびに一般市民を対象に日本でセミナーを開催し，若手研究者の啓蒙に努める。 
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2. ダイオキシンの現地調査に先立ち，調査内容の説明会と小児の脳神経発達についての教

育講演を行う。これにより，現地ベトナム医療関係者に対して，新しい医学的知識に触れ

させ，若手研究者の養成の機会とする。 

3.  9 人の若手ベトナム研究者が，長期に日本に滞在して，日本人の若手研究者とともに学

術的セミナー（論文輪読会，自己の研究データ発表等）を定期的（１週間に１回）に英語

で開催する。これにより，日本人及びベトナム人若手研究者の全般的研究能力のレベルア

ップに努める。 

 

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 

 脳発達の神経・物質的基盤研究では，本年度は，ベトナム側より，のべ 7 人の研究者が

本事業経費を活用して富山大学に長期滞在し，日本人研究者の指導によりサル，ラット，

及びマウスを用いた神経生理学的ならびに行動学的実験を開始した。一方，ベトナム軍医

大学においては，昨年度において基本的な神経生理学的実験システムを日本人研究者の助

言に基づき整備したが，本年度は日本人研究者が二度訪問し，実際に神経活動を記録する

場合の諸条件をチェックした。また，昨年度に日本人研究者の助言に基づいて構築したベ

トナム側の行動学的実験設備においてサルの飼育を実際に開始した。さらに，ベトナム軍

医大学におけるヒトの神経心理学的研究に，MRI による脳の形態学的解析を導入するため，

日本人研究者が解析ソフトウエアの購入及びソフトウエアのインストールを指導し（ベト

ナム側の予算措置による），解析体制を整備した。 

 脳発達の臨床的・疫学的研究は，昨年に続き本年度 11 月に現地訪問を行い，コントロー

ル地域（ダナン市サンチャー地区）病院の病院長，産婦人科医師，予防医学科医師，コミ

ューン保健センター医師及び看護師の協力を得て，昨年度の 12 月から 1月にかけて出生時

調査を行った同地区出生児 80 名について，生後 4 ヶ月，1 歳の追跡調査を実施できた。追

跡調査では出生児身体測定やベーリー乳幼児発達尺度を用いた脳神経発達についての調査

を 7 ヶ所のコミューン保健センターの協力下において行い，汚染地域と比較可能なデータ

を得ることができた。また，11 月には，ベトナム軍医大学医師と枯葉剤（ダイオキシン類）

貯蔵庫周辺地域であるダナン市テンケー地区及びコントロール地域の地区病院及びコミュ

ーン保健センターの医師，看護師，及びダナン市予防課長等を集めてセミナー開催し，こ

れまでの調査に基づき，母乳中ダイオキシン暴露の他地域との比較，出生児の身体計測値

や脳神経発達尺度と母乳中ダイオキシン濃度との関連，食事中ダイオキシン濃度から求め

たダイオキシン 1 日摂取量，母乳中ダイオキシン濃度と食習慣との関連などに関する講演

及びディスカッションを行った。その結果，他地域に比べ，毒性の高い四塩化ジベンゾパ

ラジオキシン（TCDD）のみならず，全てのダイオキシン異性体濃度が高いこと，ダイオキ

シンの母親への暴露が出生児の新生児期の身体発達や乳児期早期の脳神経発達に影響を及

ぼしていることがベトナム側出席者において認識され，引き続き研究が必要であることが

確認された。 
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７－２ 学術面の成果 

I. 脳発達の神経・物質的基盤研究 

1. 正常動物（ラット，サル）を用いた細胞及び行動レベルでの解析 

 ヒトの神経心理学的研究により，大脳辺縁系（上丘，視床枕，扁桃体）が顔情報の視覚情

報処理に関与し，乳幼児の社会的認知機能の発達に重要であることが示唆されている。本

年度は，サルを用い，扁桃体ニューロンの視線方向及び顔方向に対する応答性を解析した。

その結果，サル扁桃体には顔に特異的に応答する顔ニューロンが存在し，その多くが，視

線方向と顔方向に識別的に応答し，さらに視線方向に対する応答が顔方向に影響される（視

線方向と顔方向の交互作用が有意である）ことが明らかになった。さらに，サル扁桃体か

ら記録した全顔ニューロンを用いて，アイコンタクトのある顔画像とない顔画像に対する

応答性を比較すると，アイコンタクトのある顔画像に対する応答が有意に大きいことが明

らかになった。これはヒトの神経心理学的データをニューロンレベルで明らかにしたもの

である。ついで，サルを用い，扁桃体に線維投射している視床枕ニューロンの応答性を解

析した（日本側参加研究者 ブラジリア大学トーマス教授グループとの共同研究）。その結

果，1）サル視床枕ニューロンは顔表情画像に識別的に応答する，2）これら視床枕ニュー

ロンは，100 ミリ秒以下の早い潜時と 300 ミリ秒以上の遅い潜時を有するニューロンに分か

れ，早い潜時を有するニューロンは扁桃体に視覚情報を送り，遅い潜時のニューロンは大

脳皮質との相互作用に関与していることなどが示唆された。さらに，ベトナム人研究者と

のサルを用いた共同研究では，サルの訓練が終了し，扁桃体に線維投射している上丘及び

視床枕ニューロンの視線及び顔方向に対するニューロンの応答性を解析する研究を開始し

た。一方，脳発達におけるこれらの脳領域の役割を明らかにするため，本年度は，上丘破

壊群及び偽手術群をそれぞれ２頭ずつ追加した（ブラジリア大学トーマス教授グループと

の共同研究）。その結果，ヘビなどの嫌悪動物のモデルに対する嫌悪反応の低下などの特徴

を呈することが明らかになった。また，社会行動についても解析中である。 

2. 情動発達障害のモデル動物（遺伝子改変マウス）を用いた機能障害の神経・物質的基

盤の解析 

 神経系の発達に重要な血小板由来増殖因子 β 受容体(PDGFR-β)の条件的ノックアウト

（KO）マウスの行動特性を解析した。その結果，プレパルス抑制(PPI)の低下，他マウスに

対する社会行動の低下，強制水泳試験における無動時間の増大，聴覚及び文脈的恐怖条件

付け学習の障害，及び空間学習の障害が示され，PDGF 受容体遺伝子 KO マウスでは統合失調

症及び自閉症様の脳発達障害が存在することが明らかになった。DNA メチル化機構関連遺伝

子（ATRX 遺伝子）KO マウスでは，攻撃行動が亢進している可能性が示唆され，継続して解

析中である。また，ダイオキシンを胎生期に母獣に投与した仔ラットでは，胎生期の脳発

達が遅れるとともに生後直後における運動発達が遅れることが明らかになった。 

3. ヒトを用いた研究 

 1）ヒトを用いた研究では，統合失調症患者における扁桃体体積の減少が脳発達障害であ

る可能性を明らかにするため，神経発達指標となり得る脳領域（透明中核など）の形態学

的変化との関連性を明らかにすることを目的とした。そのため，磁気共鳴画像（MRI）によ
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り，統合失調症患者における透明中隔腔の出現頻度と前後径，視床間橋の前後径を計測し，

扁桃体，海馬，海馬傍回の体積との関連について検討した。その結果，透明中隔腔の出現

頻度は統合失調症患者と健常者の間に有意差はなかったが，前後径 6mm 以上の大きな透明

中隔腔を有する患者では，持たない患者に比較して，両側の扁桃体と左側の海馬傍回の体

積が有意に小さかった。また統合失調症患者では，視床間橋の欠損率が健常者より有意に

高く，欠損する患者の両側扁桃体体積は，欠損しない者より有意に小さかった。大きな透

明中隔腔，視床間橋の欠損は胎生期の発達障害を示唆するものであるが，統合失調症患者

において，これらと扁桃体の体積減少との関連が見出されたことは，扁桃体の形態変化が

早期の発達障害に由来することを支持する所見と考えられる。 

2）近赤外線分光法(near-infrared spectroscopy: NIRS)を用いて，ヒトにおいてのみ認め

られ，生後に発達する高次情動である「自己意識的情動」（”恥”と”罪悪感”など）の神

経生理的機構について検討した。その結果，「自己意識的情動」の喚起により，前内側前頭

前野のオキシヘモグロビン(Oxy-Hb)濃度が増加した。また，「罪悪感条件」に比べ「恥」条

件で，Oxy-Hb 濃度変化量が増加し，皮膚電気抵抗が減少する（交感神経活動の増大を意味

する）ことが示された。以上から，特に前頭葉の機能的発達が高次情動の生後発達に重要

であることが示唆された。 

II. 脳発達の臨床的・疫学的研究 

 汚染地域としてダナン市テンケー地区，コントロール地域としてダナン市サンチャー地

区を選定した。同選定に基づき，現地行政組織，医療機関ならびにベトナム軍医大学と共

同で研究機器ならびに人的研究体制を構築することができた（研究協力体制の構築を参照）。

両国共同チームにより，生後１ヶ月時母乳採取，ならびに脳神経発達（脳神経発達尺度

Bayley scale）及び身体発育（出生時，生後１ヶ月，４ヶ月，１歳）に関する調査を実施

した。解析では，健康指標の汚染地域とコントロール地域の比較及び母乳中ダイオキシン

濃度との相関性の検討を行った。その結果，汚染地域男児の出生時の頭囲，腹囲比が，コ

ントロール地域に比べ有意に小さく，生後１ヶ月では体重，肥満度が有意に低かった。ま

た，生後１ヶ月の男児では，母乳中のダイオキシン異性体濃度が体重や肥満度と負の有意

な相関を示しており，胎児期及び新生児期における成長にダイオキシンが影響を及ぼして

いることが示唆された。さらに，汚染地域出生児の生後４ヶ月時の脳神経発達尺度のスコ

アは，コントロール地域に比べ，言語及び運動の尺度で有意に低下しており，母乳中ダイ

オキシン濃度が高くなるにつれて低下する傾向が認められた。 

また，母乳中ダイオキシン類についての分析結果より，汚染地域の初産婦のサンプルの

中に 2378-TCDD の非常に高い(3pg/gfat 以上)，枯葉剤に特異的なパターンを示す母乳検体

が 23％認められ，枯葉剤によるダイオキシン汚染が現在でも存在することを示唆すると考

えられた。一方，乳児の発達調査及び母乳中ダイオキシン濃度に関する調査を受けた者の

中から対象者 22 名を任意に選択し，摂取している食物を 2日間収集し，ダイオキシン一日

摂取量を算出した。その結果，平均 0.00936pgTEQ/kg/day となり，WHO の報告する一日耐用

量である 2-6TEQ/kg/day と比べ，かなり低い値であった。しかし，食品群別摂取量とダイ

オキシン一日摂取量との相関をみると，肉や魚などの動物性食品の摂取量や豆類の摂取量
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と正の相関が認められ，これらの食品の多食はダイオキシンの摂取を増加させる可能性が

示唆された。一方，食習慣に関するアンケートを対象者全員に実施し，母乳中ダイオキシ

ン濃度と食習慣について解析したが，卵や魚など摂取の比較的少ない食品群でダイオキシ

ン濃度が高く，汚染源となる食品は残念ながら同定されなかった。 

 

７－３ 若手研究者養成 

 脳発達の神経・物質的基盤研究では，本年度は，ベトナム側より，のべ 7 人の研究者が

本事業経費を活用して富山大学に長期滞在し，日本人研究者の指導によりサル，ラット，

及びマウスを用いた神経生理学的ならびに行動学的実験，ならびにヒトの脳に関する非侵

襲的研究（MRI,近赤外線分光法,脳波）を開始した。現在，これらの研究者はほぼ独立して

実験を行えるまでに至っている。尚，ベトナム人留学生（ベトナム側参加研究者）の１人

が，富山大学大学院における成績優秀者として表彰され，生命融合科学教育部の学位記受

領代表者を務めることとなった。また，ベトナム側コーディネーターであるトラン博士が

ベトナム軍医大学生理学講座の主任教授に昇任した。一方，日本人若手研究者についても，

脳発達に関するセミナーを開催し，ヒトの健康な脳機能の発達における外界環境との関わ

りの重要性について講義した。 

 脳発達の臨床的・疫学的研究では，日本に招聘したベトナム人医師については科学的研

究（特に化学分析）が未経験であるため，母乳のダイオキシン分析に参加させ，検体の前

処理過程から GC－MS による測定までの分析技術を身につけさせるよう金沢医科大学で分析

化学者の指導のもとに研修を行った。また，疫学的研究手法についても，対象者の選定や

追跡調査の立案と実施方法，データベースの作成，統計解析などを基礎から指導し，将来，

ベトナムに帰国してからも日本で習得した技術を生かせるよう養成した。さらに，本年度

も実際に，ベトナムをフィールドとした調査を日本人研究者と共に立案，実施することで

学んだ知識を実践することにより，将来，自分自身で研究をデザインし，実行できるよう

に計らった。また，ベトナム人医師が，世界的にも評価の高い乳幼児発達調査（脳神経発

達尺度 Bayley scale III）をマスターし，乳幼児の脳発達調査を自分自身で行えるよう，

本年度も継続して富山大学医学部心理学の臨床心理士が指導した。これにより，ベトナム

人医師の１人は，単独で Bayley scale III に基づいた発達評価を行えるようになっている。

一方，日本人大学院生も，ベトナム現地の疫学調査に本年度も同行させ，同様の研修に参

加できるように配慮するとともに，現地における行政関係者との会議に出席させ，フィー

ルドワークの実際について体験させている。 

 また，学術的セミナーを定期的（1週間に 2回）に開催し，富山大学及び金沢医科大学に

おいて長期に滞在している，のべ 7 人の若手ベトナム研究者及び日本人の若手研究者に，

論文輪読会，自己の研究データ発表等を英語でプレゼンテーションさせた。これにより，

日本人及びベトナム人若手研究者の全般的研究能力のレベルアップに努めた。 

 

７－４ 社会貢献 

 昨年度及び本年度は，ベトナム人の頭部 MRI データを富山大学で解析したが，本年度は，
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日本人研究者の助言によりベトナム軍医大学に MRI 解析システムを導入した。今後，ベト

ナム人自身による解析が進めば，社会的注目度も上がり，ベトナムにおける精神医学等に

貢献できると考えられる。 

 最大規模で高濃度のベトナムにおけるダイオキシン環境汚染による健康影響は，ベトナ

ム国内に留まらず，世界的な社会問題ではあるが，その実態は明らかになっていないこと

が多い。また，ホットスポットと呼ばれる旧米軍基地周辺地域では，ベトナム戦争当時に

保存された枯葉剤による環境汚染が，現在も続いており，健康影響の発生が懸念される。

これまでベトナム人研究者による疫学調査が実施されてきたが，研究方法の精度が十分で

ないことや生体暴露指標が自国で分析できないことなどから，世界的な評価を得るには至

っていない。そこで今回，分析の技術の習得を行っただけでなく，研究デザインから対象

者の選定まで，国際的な学術調査となり得る研究方法を若手ベトナム人研究者が習得した

ことは，今後，ベトナム人による自国での調査研究の進展に貢献すると考えられる。また，

乳幼児発達への影響など早期の影響を把握する感度のよい健康影響調査手法の習得により，

ダイオキシン暴露による健康影響の新たな事実が明らかになることも，ダイオキシン研究

の進歩に貢献することができると考えられる。さらに，本プログラムにおいて Bayley scale 

III に基づいた発達評価をベトナムに導入したが，恐らくベトナムにおける最初の試みであ

ると推測され，ベトナムにおける小児科学全般に大きく貢献すると考えられる。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 ベトナムにおいては，脳科学に対する認識が低く，身体障害を伴わない脳発達障害者は

家庭に放置されているのが現状である。最近の研究によると，統合失調症を含む脳発達障

害児の両親あるいはその保護者の病気（障害）に対する理解度が，その予後に関係するこ

とが示唆されているが，現状は上述の通りである。しかし，脳発達の神経・物質的基盤研

究では，日本人研究者の助言とベトナム政府の支援により，脳発達障害が注目されつつあ

る。また本共同研究により，脳科学に関与するベトナム人研究者が増えつつあり，今後が

期待される。 

 一方，脳発達の臨床的・疫学的研究では，習得したダイオキシンの分析技術を現地で実

行するために，現地大学研究所にダイオキシン分析過程の一部を設置し，技術移転するこ

とも試みているが，分析環境の整備や廃棄物処理施設などが整っておらず，困難を感じて

いる。また，養成しているベトナム人医師は，ベトナム軍医大学の基礎研究者であり，疫

学調査後の治療，療育には，地域の小児科医の協力が必要である。しかし，乳幼児発達や

小児精神神経疾患を専門とする医師が地方にはいないため，専門技術者を養成して，臨床

医学面でも日本人医師による支援が必要である。 

 

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   27 本 

   うち，相手国参加研究者との共著   3 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  8 本 
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８．平成２２年度研究交流実績概要 

 ８－１ 共同研究 

I. 脳発達の神経・物質的基盤研究 

1. 正常動物（ラット，サル）を用いた細胞及び行動レベルでの解析 

 脳発達に重要な大脳辺縁系（上丘，視床枕，扁桃体）のニューロン活動を記録する研究

では，本年度は，サルを用い，扁桃体及び視床枕ニューロンの顔に対する応答性を解析し

た。その結果，扁桃体ニューロンは視線方向と顔方向に，また視床枕ニューロンは顔表情

に識別的に応答することが明らかになった。さらに，ベトナム人研究者との共同研究では，

サルの訓練が終了し，ニューロンの応答性を解析する研究を開始した。一方，脳発達にお

けるこれらの脳領域の役割を明らかにするため，本年度は，上丘破壊群及び偽手術群をそ

れぞれ２頭ずつ追加した結果，ヘビなどの嫌悪動物のモデルに対する嫌悪反応の低下など

の特徴を呈することが明らかになった。 

2. 情動発達障害のモデル動物（遺伝子改変マウス）を用いた機能障害の神経・物質的基

盤の解析 

 神経系の発達に重要な血小板由来増殖因子β受容体(PDGFR-β)の条件的ノックアウトマ

ウス（KO）の行動特性を解析したその結果，社会行動の障害等の統合失調症及び自閉症様

の脳発達障害が存在することが明らかになった。DNA メチル化機構関連遺伝子（ATRX 遺伝

子）KO マウスでは，攻撃行動が亢進している可能性が示唆された。また，ダイオキシンを

胎生期に母獣に投与した仔ラットでは，胎生期の脳発達が遅れるとともに生後直後におけ

る運動発達が遅れることが明らかになった。 

3. ヒトを用いた研究 

1）大きな透明中隔腔及び視床間橋の欠損を有する統合失調症患者では，扁桃体や海馬傍回

の体積が小さいことが判明し，統合失調症患者における扁桃体の形態変化が早期の発達障

害に由来することが示唆された。 

2）近赤外線分光法(NIRS)を用いて健常人を解析した結果，ヒトにおいてのみ認められ，生

後に発達する高次情動である「自己意識的情動」（”恥”と”罪悪感”など）に，前頭葉が

重要な役割を果たしていることが示唆された。 

 

II. 脳発達の臨床的・疫学的研究 

１．コントロール地域における出生児の健康リスク・モニタリング，ならびにダイオキシ

ンの脳神経発達への影響 

 昨年度にコントロール地域として選定されたダナン市サンチャー地区において汚染地域

と同様，日本人研究者の指導の下にベトナム人研究者が調査を行った。 

1)コミューン健康センター及び地域病院の医師，看護師，及び保健師などの医療スタッフ

へ本疫学調査に対する協力を依頼し，乳幼児保健についての保健技術教育を行った。 

2）現地医療機関に幼小児身体計測機器等を整備した。 

3）コミューン健康センター看護士と共に対象母子を追跡し，調査参加依頼と説明を行った。 

4）母乳検体をベトナム軍医大学で一次処理を行い，金沢医科大学に持ち帰り，金沢医科大
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にてダイオキシンを高分解能 GC/MS により測定した。 

5）出生児に対して，生後 4 ヵ月時と 1 歳時に身体計測と発達尺度 Bayley scale による脳

神経発達評価を行った。 

２．疫学調査結果の解析と評価 

汚染地域とコントロール地域の母乳中ダイオキシン濃度及び健康指標の比較や母乳中ダ

イオキシン濃度と身体測定値や発達尺度についてデータベースを作成し，両者間の関連性

を日本人研究者の指導の下にベトナム人研究者が解析した。 

1) ベトナム人研究者に統計ソフト SPSS を用いた統計解析方法を習得させ，2群間の平均値

の差の検定，クロス表，相関分析，重回帰分析，一般化線形モデルによる分析などを用い

て，データ解析を行った。 

2)１日耐用量などのダイオキシン暴露を評価する指標を算出し，対象地域の暴露量を国際

比較，評価した。 

 

８－２ セミナー 

 日本においては，脳発達と環境との関わりについての公開セミナー「生涯健康脳のつく

り方」を開催し，一般参加者 110 名，本交流事業参加者 32 名，合計 142 名が参加した。近

年，成人でも神経細胞が新生することが明らかとなり，脳機能は生涯にわたって発達し続

ける可能性が強く示唆されている。本セミナーでは，脳発達障害が存在しても外界環境と

の積極的な関わりにより脳の代償機能が促進され，脳発達障害が代償される可能性につい

て討論するとともに一般市民に啓蒙した。 

 ベトナムにおいては，乳児発達に関する疫学的研究を円滑に行うため，ベトナム軍医大

学及び地域病院の医師及び看護師，地方行政機関の医師を集め，日本側研究者との研究セ

ミナー「日越共同研究に関するワークショップ」をダイオキシン汚染地域（ダナン市），「日

越共同研究に関するカンファレンス」をベトナム軍医大学（ハノイ市）において開催した。

これらのセミナーにより現地医療機関及び行政の理解が深まり，今後も引き続き協力が得

られることになり，研究がスムーズに進むと予想された。また，同時に現地の保健医療関

係者に対して妊産婦管理，及び乳幼児発達に関する保健技術教育を行い，ベトナム現地に

おける医療レベルの向上にも貢献することができた。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究，セミナー以外の交流） 

  コーディネーターである西条が１回ベトナム軍医大学を短期間訪問し，今年度のデータ

のディスカッション及び来年度の計画について詳細を協議した。また，ベトナムからの派

遣研究者と日本人研究者は小セミナーを開催し，研究遂行上の問題点を定期的に検討した。

一方，金沢医大及び富山大学研究者が，研究者交流により意見交換を行い，ヒトの疫学的

データを動物実験で検証するための方策を検討した。 
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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>
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/3 1/3 

実績   6/36 6/36 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 8/1632 

(10/2040)

 8/1632 

(10/2040) 

実績 7/1381 

(9/1615)

7/1381 

(9/1615) 

モンゴル 

（日本側参加研究者） 

<人／人日> 

実施計画 0/0  0/0 

実績 0/0 

(2/578)

 0/0 

(2/578) 

ブラジル 

（日本側参加研究者） 

<人／人日> 

実施計画 0/0  0/0 

実績 0/0 

(1/83) 

 0/0 

(1/83) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 8/1632 

(10/2040)

1/3 9/1635 

(10/2040) 

実績 7/1381 

(12/2276)

  6/36 13/1417 

(12/2276) 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  9／12  <人／人日>   9／19(34/43) <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 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 21 年度 研究終了年度 平成 25 年度 

研究課題名 （和文）脳科学と疫学の連携によるこころの発達とその障害発症機構に

関する総合的研究 

（英文）Comprehensive researches on neural mechanisms of mind 

development and its disorders based on cooperation with brain 

science and epidemiology 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）西条寿夫・富山大学・教授 

（英文）Hisao Nishijo, University of Toyama, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Tran Hai Anh, Military Medical University, Junior Professor 

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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/3  1/3 

実績 5/32  5/32 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 4/1440 

（5/1800）

 

 

 4/1440 

(5/1800)

実績 

 

7/1381 

（9/1613）

 7/1381 

（9/1613）

モンゴル 

（日本側参加研究者） 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 （2/578）  （2/578）

ブラジル 

（日本側参加研究者） 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 (1/83)   (1/83) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/1440 

（5/1800）

1/3  5/1443 

(5/1800)

実績 7/1381 

(12/2274)

5/32  12/1413 

(12/2274)

② 国内での交流      3/4 (4/13)人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

 22 年度初めにコーディネーターの西条がベトナム軍医大学を 1 回訪問

し，ベトナム現地におけるサルを用いた共同研究の立ち上げを行った。こ

れにより，ベトナム軍医大学においてサルの飼育が開始されており，恐ら

くベトナムにおける霊長類を用いた最初の神経生理学的研究になると推

測される。また，ベトナム軍医大学関係者と 21 年度の成果についてディ



 13

スカッションを行い，今年度の共同研究計画を策定した。 

研究交流活動

成果 

 1.脳発達の神経・物質的基盤研究では，神経・物質的基盤研究グループ

（富山大学）のベトナム人研究者との共同研究により，大脳辺縁系におけ

る扁桃体や視床枕のニューロンの応答特性が明らかにされつつある。ま

た，ダイオキシン毒性の動物実験を疫学的研究グループ（金沢医科大学）

との共同実験として開始し，両グループの研究交流を密接に行った。それ

により，ダイオキシン投与動物の生後直後の脳発達障害は運動発達遅滞と

して現れることが明らかになったが，ベトナムダイオキシン汚染地域にお

ける乳幼児の運動発達遅滞，及びヒトの統合失調症や自閉症患者の乳児期

における運動発達遅滞と類似している可能性が示唆された。これらのこと

から，ベトナムダイオキシン汚染地域における乳幼児が今後何らかの社会

行動の障害を呈する可能性があることが示唆され，来年度はダイオキシン

投与動物を用いて社会行動を解析することが議論された。 

 2. 脳発達の臨床的・疫学的研究では，本年度はベトナムダイオキシン

汚染地域（ダナン市テンケー地区）だけでなく，特にその周辺のコントロ

ール地域（同市サンチャー地区）における疫学的調査のための体制構築を

中心に研究交流を行った。現地行政側に了解を得て拡大した調査領域にお

いても，現地の研究者，医師，及び看護士に研修を受講させ，共同で疫学

的調査を開始することができた。現在，先に調査を開始した汚染地域にお

いては，ダイオキシン汚染が持続して存在することが明らかにされつつあ

り，汚染防止に向けて現地医師及び行政側の関心が高まっている。 

日本側参加者数  

61 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

ベトナム側参加者数 

102 名 （１４－２ベトナム側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）生涯健康脳のつくり方（富山大学生命融合科学教育部，JSPS

アジア研究教育拠点事業共催） 

（英文） 

開催時期 平成 22 年 6 月 5 日 ～ 平成 22 年 6 月 5 日（1日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）富山市名鉄トヤマホテル 

（英文）Meitetsu Toyama Hotel, Toyama, Japan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）津田正明・富山大学・教授 

（英文）Masaaki Tsuda, University of Toyama, 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. 1/2（人/人日）

B. 

C. 26/26（人/人日）

 

ベトナム 

<人／人日> 

A. 

B. 3/3（人/人日）

C. 2(2)/2（人/人日）

 

合計 

<人／人日> 

A. 1/2（人/人日）

B. 3/3（人/人日）

C. 28(2)/28（人/人

日）

※カッコ内の数は，共同研究（R-1）のため既に来日していた数 

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  近年，成人でも神経細胞は新生することが明らかとなり，脳機能

は生涯にわたって発達し続ける可能性が強く示唆されている。神経

細胞の新生は，ヒトが遺伝的に有している機能である。しかし，生

涯にわたり脳機能を発達させるためには，遺伝的な要因に加え，外

界環境との積極的な関わりが不可欠であると考えられる。本セミナ

ーでは，生涯にわたり健康な脳機能を発達させるためには何が必要

なのかを探る目的で，3名の演者による講演を企画した。最初に，

今年 96 歳でありながら，ステンドグラスを用いて現在も創作活動

を続けている柳田友道氏（富山大学元学長）が，自身の生涯を振り

返り，脳を生涯健康に発達させる秘訣として，規則正しい生活，絶

えず動き回ること，及び常に集中力を維持することなどの秘訣を披

露した。ついで，神経生理学者である西野仁雄氏（名古屋市立大学

元学長）は，イチローのメジャー大リーグにおける活躍やダライラ

マと神経科学者との対話を例に挙げ，心と身体（脳）には相互作用

があり，強固な意思や意欲により脳の神経回路や遺伝子発現が変わ

りうることをご自身の研究を交えて説明された。最後に津田正明教

授（富山大学生命融合科学教育部・教授）が，脳の可塑性の分子メ

カニズムについて自身の研究から説明し，障害者や老齢者であって

も脳機能を発達させ得ることを説明した。さらに，以上の講演後に，

全盲のピアニストである YOUTA 氏のピアノ演奏，ならびに柳田友道

氏の作品展示を行った。 

 以上の 3演者に，脳発達を異なる切り口でご紹介頂き，外界環境

との積極的な関わりがヒトの健康な脳機能の発達に与える影響に

ついて広く情報提供を行った。 

セミナーの成果 本セミナーでは，向上心を持って創造性を追求している高齢者自身

（柳田友道氏），世界のトップを走り続けるアスリートを神経生理

学的に分析している研究者（西野仁雄氏）及び失われた脳機能を代

償する分子メカニズム的基盤を研究している研究者（津田正明教

授）に講演して頂いた。これらの講演により，研究者に対しては，

脳の発達研究あるいは脳の機能再生研究の促進ならびにそのシー

ズを提供し，また，一般市民に対しては，健康な脳機能を維持する

ための情報提供の機会として，生涯にわたり発達し続ける脳の機能

について広く啓蒙できた。一般市民を含む参加者アンケートから

は，純粋に科学的なシンポジウムより，本セミナーのように実際の

事例を目の当たりにして説明を受けると大変分かりやすく，また印

象深いという声も寄せられた。本セミナーによる一般市民への啓蒙

は，昨今ブームとなっている脳科学の正しい理解にも繋がるととも

に，一般の方々に本事業について広く広報することができたと考え
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られる。 

セミナーの運営組織 富山大学大学院生命融合科学教育部 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容      国内旅費    金額   30,760 円 

      （会場費は，富山大学が支払う）   

 ベトナム側 内容              金額      0 円 
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整理番号 S－2 

セミナー名 （和文）日越共同研究に関するワークショップ（ベトナム軍医大学，

JSPS アジア研究教育拠点事業共催） 

（英文）The workshop on the collaborative projects between 

Japan and Vietnam (This seminar is co-hosted by Vietnam 

Military Medical University and JSPS Asian CORE Program) 

開催時期 平成 22 年 12 月 3 日 ～ 平成 22 年 12 月 3 日（1日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）ベトナム，ダナン市，BambooGreen ホテル 

（英文）Vietnam, Danang, Bamboo Green Hotel 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）西条旨子・金沢医科大学・准教授 

（ 英 文 ） Muneko Nishijo, Kanazawa Medical University, 

Associate 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) 

ベトナム軍医大学 

Tran Hai Anh, Department of Physiology, Junior Professor 

 

 

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.  

B. 2/2（人/人日）

C. 

ベトナム 

<人／人日> 

A. 

B. 

C. 47/47（人/人日）

 

合計 

<人／人日> 

A. 

B. 2/2（人/人日）

C. 47/47（人/人日）

 

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 富山大学および金沢医科大学研究者がダナン市を訪問し、1）小児

の発達に果たす大脳の役割、2）心理発達検査、MRI 等による小

児脳神経発達の評価方法について講義する。また、ベトナム軍医

大学の研究者が、1）小児脳神経発達の疫学的調査結果 2)ダイオ

キシン暴露と食物摂取について報告する。以上により、現在ダナ

ン市で行われている調査の意義を理解すると共に、今後の研究計

画について意見交換を行う。また、小児脳神経発達障害について

の最近の知見をベトナム現地医療関係者に紹介する。 

セミナーの成果 ダイオキシン汚染地域（ダナン市テンケー地区）及び対照地域（サ

ンチャー地区）の地区病院院長，産婦人科医長，母子保健科長，

健康予防科長及び 17 箇所のコミューン健康センター長及び看護

師，及びダナン市予防課長等が参加した。研究課題は，5 部から

なり，まず，「2008-2010 年の研究の概要」について西条が報告し，

「ダイオキシン暴露の出生児の体格に及ぼす影響」について丸銭

が報告した。さらにベトナム軍医大学の医師である Pham The Tai

（金沢医科大大学院生）が「母乳中ダイオキシン濃度の地域比較」

「ダイオキシン暴露の乳児脳神経発達に及ぼす影響」について，

Nguyen Thi Nguyet Anh（ベトナム軍医大学より金沢医科大に留学

中）が「食物摂取とダイオキシン暴露」について報告した。出席

者の質疑応答については，Pham The Tai が司会を行い，西条が答

える形で行った。現地出席者の理解を深めるとともに，本研究に

対する現地の要望を把握する上で有益であった。また，日本側研

究者が現地を訪れることにより，ダナン市行政担当者（厚生部医

師）に対して，ダナン市におけるダイオキシン暴露の状況や，ダ

イオキシンの乳児脳神経発達に対する影響についての情報を直接

提供でき，今後の保健対策の立案に重要な情報を提供できた。さ

らに，同セミナーでは，妊産婦管理，及び乳幼児発達に関する保

健技術教育の機会を提供し，ベトナム現地における医療レベルの

向上にも貢献することができた。 

セミナーの運営組織 ベトナム軍医大学 

1)Department of Physiology・Junior Professor・Tran Hai Anh

 

2)Biomedical and Pharmaceutical Applied Research Center・Pham 

The Tai 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 

(共同研究費

にて負担） 

内容 国内旅費           金額    82,000 円

外国旅費           金額   179,700 円

(S-2，S-3 は同時期開催のため S-2 にまとめて記載) 
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 ベトナム側 内容 会議費            金額   20,000 円 

                  （ホテルの部屋代）



 

整理番号 S－3 

セミナー名 （和文）日越共同研究に関するカンファレンス（ベトナム軍医大学，

JSPS アジア研究教育拠点事業共催） 

（英文）The conference on the collaborative projects between 

Japan and Vietnam (This seminar is co-hosted by Vietnam 

Military Medical University and JSPS Asian CORE Program) 

開催時期 平成 22 年 12 月 6 日 ～ 平成 22 年 12 月 6 日（1日間）

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）ベトナム，ハノイ，ベトナム軍医大学，講堂 

（ 英 文 ） Vietnam, Hanoi ， Military Medical University, 

Auditorium 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）西条旨子・金沢医科大学・准教授 

（ 英 文 ） Muneko Nishijo, Kanazawa Medical University, 

Associate 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) 

Tran Hai Anh , Military Medical University, Junior 

Professor 

 

 

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. 

B. 2/2（人/人日） 

C. 

ベトナム 

<人／人日> 

A. 

B. 

C. 60/60（人/人日）

合計 

<人／人日> 

A. 

B. 2/2（人/人日）

C. 60/60（人/人日）

 

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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セミナーの目的 本セミナーは主にベトナムの研究者を対象に開催する。富山大学

および金沢医科大学研究者がベトナム軍医大学に訪問し，1）心理

発達検査等による小児脳神経発達の評価，2）小児成長・脳神経発

達の疫学調査とダイオキシン暴露との関係について講義する。ま

た，ベトナム軍医大学の研究者が，ベトナムにおけるダイオキシ

ン研究の現状について報告する。以上により，日本側およびベト

ナム側研究者が研究の進捗状況の把握と問題点について意見を交

換する。 

セミナーの成果 ベトナム軍医大学副学長及び脳科学研究を行っている研究者，疫

学研究を行っている研究者を集め，研究者による討論が行われた。

研究課題は，５部からなり，まず，「2008-2010 年の研究の概要」

について西条が報告し，「ダイオキシン暴露の出生児の体格に及ぼ

す影響」について丸銭が報告した。さらにベトナム軍医大学

Associate Lecturer である Pham The Tai が「母乳中ダイオキシン

濃度の地域比較」と「ダイオキシン暴露の乳児脳神経発達に及ぼ

す影響」について，ベトナム軍医大学M.D.であるNguyen Thi Nguyet 

Anh が「食物摂取とダイオキシン暴露」について報告した。出席者

の質疑応答については Pham The Tai が司会を，西条が答える形で

行い，ダイオキシンの健康影響についての出席者の理解を深めた。

本セミナーは特にベトナム軍医大学において指導的立場にある研

究者に現状を説明し，今後の研究方針についてディスカッション

することを目的とした。セミナーでは，これまでは汚染のホット

スポットとは考えられていなかったサンチャー地区のダイオキシ

ン暴露レベルが予想以上に高く，准汚染地域と考えられることか

ら，ダナン市の他の地域にも汚染が広がっている可能性が論議さ

れ，より広範囲な調査の必要性が示唆された。また，奇形などの

ない健常児と思われるグループの中にも脳神経発達の遅れが認め

られることから，より詳細な脳科学的手法に基づく調査が必要で

あることについて合意が得られた。また，ダイオキシン暴露を軽

減するための方策，特に食物についての注意について，論議がな

されたが，汚染地域以外の地区を含めた今後の食物調査を行うこ

とが今後の研究課題とすることとなった。以上のことから，ダイ

オキシン汚染の人体に対する影響が現在も引き続いて存在するこ

とについて，共通の理解と認識が得られ，今後の研究についても，

より緊密な共同研究が継続されることとなった。また，ベトナム

の重要な健康問題の１つであるダイオキシンの健康影響について

の新しい知見や研究方法を現地ベトナム人研究者が知ることによ

り，ベトナムのダイオキシン研究の研究レベルの向上に貢献でき
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た。また，日本側研究者が現地を訪れることにより，ベトナム現

地での研究の進捗状況と問題点について直接把握でき，より現地

の実情に適した研究協力ができると考えられる。 

 さらに，同セミナーは，ベトナム軍医大学学生，大学院生に対

する教育講演も兼ねており，若手研究者の育成の一助となったと

考えられる。 

セミナーの運営組織 ベトナム軍医大学 

Department of Physiology・Junior Professor・Tran Hai Anh 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 

(S-2，S-3 は同時期開催のため S-2 にまとめて記載) 

ベトナム側 内容   会議費        金額 10,000 円 

              （コーヒー，お菓子等）

 

 

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> 

ベトナム

<人／人日>

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0 0/0 

実績 1/4 1/4 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 4/192(5/240)  4/192(5/240)

実績 0/0(0/0) 0/0(0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/192(5/240) 0/0 4/192(5/240)

実績 0/0(0/0) 1/4 1/4（0/0） 

② 国内での交流   5/13（4/4）人／人日 
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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 

富山大学医学薬学研究部 神

経生理学・教授・西条寿夫 

ベトナム・ハ

ノイ・ベトナ

ム軍医大学 

平成22年 12月 9日～

12 月 12 日 

研究進捗具合の確認及び来

年度の予定を検討するため 

金沢医科大学医学部 公衆衛

生学・准教授・西条旨子 

 

日本・富山・

富山大学 

平成 23 年 1 月 15 日 

 

定期学術的セミナーでのデ

ータ発表のため 

金沢医科大学医学系研究科 

環境保健学・後期課程学生・

丸銭笑子 

日本・富山・

富山大学 

平成 23 年 1 月 15 日 

 

定期学術的セミナーでのデ

ータ発表のため 

富山大学医学薬学研究部 神

経生理学・非常勤特任教授・

小野武年（東京在住） 

日本・富山・

富山大学 

平成 23 年 

1 月 23 日～1 月 26 日

2 月 9 日～2 月 12 日 

3 月 3 日～3 月 5日 

論文指導，若手研究者との交

流のため 
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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 7,626,000

 

外国旅費 515,920

謝金 366,300  

備品・消耗品購入費 1,691,161  

その他経費 60,619  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0  

計 10,260,000
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 1,026,000
研究交流経費の１０％を上限
とし，必要な額であること。
また，消費税額は内額とする。

合  計 11,286,000  

 

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 649,320 8/1280(36/1616) 

第２四半期 4,241,100 0/0(7/460)  

第３四半期 3,401,410 6/139(2/196)  

第４四半期 1,968,170 8/17(1/47)  

計 10,260,000 22/1436（46/2319） 
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１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２２年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

ベトナム 7,986,000 円 

[20 億 VND] 

8 億: 試薬，備品(測定機器) 

4 億: 大学院生謝金 

5 億: 研究者人件費 

3 億: 旅費，その他 

 


