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アジア研究教育拠点事業 
平成２３年度 実施計画書 

 

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．採用年度 

 平成 21 年度（ 3 年度目） 

 

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・遠藤俊郎 

 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（拠点機関名・協力機関名は，和英併記願います。） 

（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，ベトナム

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外国人により行われ，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
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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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

「研究協力体制の構築」 

 脳発達の神経・物質的基盤研究では，２年度目となる平成 22年度は，ベトナム側より９

人の研究者が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，事業開始年度である平成 21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，平成 22年度は日本人研究者が２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，平成 22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

ている。さらに，平成 22年度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），解析体制を整備して

いる。 

 脳発達の臨床的・疫学的研究では，開始年度に引き続き平成 22 年 11 月に，コントロー

ル地域（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，及び７ヶ所の

コミューン保健センター医師及び看護師に妊産婦管理や乳幼児保健についての保健技術教

育を行うとともに，同地区出生児の追跡調査の協力を依頼し，追跡調査を実施できた。12

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を開催し，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 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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「学術的観点」 

I. 脳発達の神経・物質的基盤研究 

1) 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，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。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) 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) ヒトを用いた研究では，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。また，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 

 汚染地域としてダナン市テンケー地区及び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。両地区における病院の病院長，産婦人科医師，及び予防医学科医師から

なる現地追跡調査チームに加え，ベトナム軍医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した。これにより，両地区出生児の身体測定やベーリー乳幼児発達尺

度を用いた乳児発達調査を生後４ヶ月と１歳時に行った。両地区のデータを比較解析した

結果，汚染地域はコントロール地域に比べ，生後１ヶ月時に男児の体重や肥満度がコント

ロール地域に比べ汚染地域で有意に低下しており，母乳中ダイオキシン濃度が高いほど，

体重や肥満度が低下していた。また，ベーリー乳幼児発達尺度についても４ヶ月時に汚染

地域がコントロール地域に比べ低く，ダイオキシン暴露が乳児の脳神経発達に影響を及ぼ

していることが示唆された。 
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「若手研究者養成」 

1)日本では，専門的学術集会におけるセミナー「情動学習及び行動発現における皮質下感覚

システムの役割」を開催して，若手研究者を対象に上丘-視床枕-扁桃体系が，脳発達障害

において重要な役割を果たしていることについて最新の研究データをレビューした。また，

一般市民及び若手研究者を対象に，公開セミナー「発達障害を科学する」(H21)及び「生涯

健康脳のつくり方」(H22) を開催し，発達障害の病因・養育上の問題，また脳発達障害が

「環境との積極的な関わり」により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。これら公開セミナーでは，脳発達に果たす大脳辺縁系の役割及びその分子的

基盤について本拠点事業の成果を分かりやすく解説した。 

2) 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

学研究者及び地域病院の医師及び看護師を集め，日本側研究者との研究セミナーをダイオ

キシン汚染地及びベトナム軍医大学にて開催した。このセミナーにより現地行政組織や調

査参加医療関係者の理解が深まり，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。 

3）学術的セミナーを定期的（１週間に１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９人の若手ベトナム研究者及び日本人の若手研究者に英語でプレゼ

ンテーションさせた。（論文輪読会，自己の研究データ発表等）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。尚，ベトナム人留学生（ベ

トナム側参加者）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。 

 

７．平成２３年度研究交流目標 

「研究協力体制の構築」 

 ベトナム軍医大学側のコーディネーターであるトラン・ジュニアプロフェッサー(以下 

教授)が来日して共同研究を行うとともにこれまでの研究結果及び今後の研究計画につい

てディスカッションする。また，ベトナム軍医大学長が富山大学及び金沢医科大学を訪問

し，今後の協力体制を構築する。 

 一方，ベトナムにおける疫学的研究では，ベトナムにおける乳児発達に関する研究成果

を理解し，ベトナムにおけるダイオキシン研究の基礎固めをするために，ハノイにおける

ベトナム軍医大学の研究者及び医師を対象としたセミナーを日本側研究者と共同で開催す

る。また，ダナン市においても地域病院の医師及び看護師を対象としたセミナーを開催し，

研究成果をフィードバックすることにより，研究実施体制を強化する。さらに，脳神経発

達に影響のある子どもの育児支援についての技術やダイオキシン暴露のリスク要因に関す

る知識の提供を行うことによって，地域病院の医師，看護師などの医療スタッフが，住民

の健康水準の向上に関与しやすくし，より住民の協力を得やすい状況を作ることを目的と

する。 
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「学術的観点」 

1. 脳発達の神経・物質的基盤研究 

 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，海馬体，中隔核，前頭前野）から

ニューロン活動を記録・解析する研究を継続して行う。本年度は，先に海馬体及び中隔核

のデータを先にまとめる予定である。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，本年度は社会行動の発達障

害を解析する予定である。さらに，金沢医科大学グループとの共同では，動物モデルを

用いてダイオキシンの社会行動の発達障害を検証する。ヒトを用いた研究では，自閉症

児の脳機能の発達障害を神経心理学的に解析するとともに，健常人を用いてアイコンタ

クトに対する応答性を解析する。 

2. 脳発達の臨床的・疫学的研究 

 本年度は汚染地域（テンケー地区）を主な交流目標対象とし，テンケー地区病院の病院

長，産婦人科医師，予防医学科医師，及びベトナム軍医大学医師と金沢医科大学研究者か

らなる調査チームにより，３歳時追跡調査を実施する。11－12 月には，同地区出生児 140

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行い，乳児期に認

められたダイオキシンの発達への影響が継続／増悪，あるいは軽快しているか否かについ

て検討する。また，そのデータと，生後４ヶ月時，及び１歳時のデータとの関連を検討し，

発達障害を早期に予見する因子を見出す予定であり，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. 本年度も，大学院生，若手研究者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。 

2. ダイオキシンの疫学調査結果について，疫学的研究手法や統計解析の解説と小児の脳神

経発達障害の最近の知見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，新しい医学的知識に触れる機会を提供し，若手研究者のレベルアップの機会とする。 

3. 若手ベトナム人研究者が長期に日本に滞在し，日本人若手研究者と共に，論文輪読会や

自己の研究データ発表等の勉強会を定期的（１週間に２回）に開催し，研究発表の方法や

ディスカッションを深める能力等の若手研究者に必要な研究能力の向上を図る。 

4. 大学院生及び若手研究者に国際学会においてこれまで得られたデータを発表させる機会

を与え，研究者として自立できるよう支援する。 
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８．平成２３年度研究交流計画概要 

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 

 本年度も，サル，ラット及びマウスを用い，大脳辺縁系（扁桃体，視床枕，上丘，海馬

体）ニューロンの応答特性を解析する。特に今年度は，統合失調症様脳発達障害の１つで

ある認知障害の神経基盤を明らかにするため，海馬体及び海馬体と密接な線維連絡を有す

る中隔核のニューロンの応答性を明らかにする。トーマス教授（ブラジリア大）との共同

研究では，上丘破壊サル及び偽手術サルを用いて社会行動の発達を解析する。また，日本

側研究者（西条）及び大学院生がベトナム側研究室に訪問して同様にニューロン活動及び

行動実験を行う。 

2. 情動発達障害のモデル動物（遺伝子改変マウス，胎生期ストレス負荷ラット，PCP投与

動物）を用い，大脳辺縁系における機能障害の神経・物質的基盤を検索する。 

 本年度は，1）昨年度に統合失調症様の脳発達障害が明らかになった PDGFR-β KOマウス

の大脳辺縁系及び前頭葉における形態学的異常を免疫組織学的に明らかにするとともに統

合失調症や自閉症等にみられる脳機能障害（同期性刺激誘発性ガンマオシレーションの障

害）を解析する。DNA メチル化機構関連遺伝子（ATRX 遺伝子）のノックアウトマウスでは

社会行動等の行動学的研究を行う。 

2）妊娠中に内分泌撹乱物質（ダイオキシン等）を暴露し，本年度は仔ラットの社会行動の

発達障害を解析する。 

3. ヒトを用いた研究 

 1) 健常児における社会的認知及びその他の神経心理学的機能の発達段階との関連と，自

閉症スペクトラム障害児におけるそれらの障害について検討する。このため，6～12歳の健

常児及び自閉症スペクトラム障害患者に社会的認知課題（心の理論課題，比喩皮肉テスト，

モラル判断テスト）及び種々の神経心理学的検査（前頭葉機能検査，知的能力検査など）

を実施し，年齢との関連性を検討する。 

2)社会的認知機能におけるアイコンタクトの効果を解析するため，健常人に，i)アイコン

タクトのある顔画像または同画像から目の部分を消した顔画像，ii)左または右に視線を向

けた顔画像，及び iii)標的の順で呈示し，できるかぎりすばやくその標的を検出させる(視

線追従課題)。さらに同課題中の脳活動(Oxy-Hb変化量)を，光トポグラフィー（近赤外線分

光法: NIRS）装置を用いて解析する。 

 

II. 脳発達の臨床的・疫学的研究 

1．現地型健康リスク・モニタリングシステムの整備と技術者養成を行う。 

本年度は汚染地域について３歳児を対象としたダイオキシンの脳神経発達への影響につい
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ての疫学調査実施を行うとともに，母乳中ダイオキシン分析技術の向上に取り組み，より

高度な分析技術を有する研究者の養成を行う。 

1） 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乳幼児保健についての保健技術教育を行う。 

2）母乳検体については，すでに測定を終了しているが，余剰が金沢医科大学に保存されて

おり，それを用いて，検体の精製過程に改良を加え，短時間で多くの測定が可能となる方

法を考案する。 

3）測定用サンプルを高分解能 GC/MS により測定し，従来の方法と改良法による測定結果

の比較を行う。 

4）出生児に対して，生後３歳時に，コミューン健康保健センターにて身体計測と発達尺度

Bayley scale (BSID-III)による評価を行い，成長・神経発達を調査する。 

5)発達障害のスクリーニング問診表による調査を行う。 

2．ダイオキシン暴露による発達障害のリスク要因の疫学的検討 

 脳神経発達結果により，発達障害を判定し，そのリスクファクターを，それ以前の体格

や発達尺度などから推定し，早期発見に役立てる。 

1)３歳時の発達状態を，ベーリー発達尺度(BSID-III)と発達障害の問診表による評価を行う。 

2) 母子の出生時，生後１ヶ月，４ヶ月，１歳，３歳時の身体測定値及びベーリー発達尺度

の点数，母親の職業や学歴，経済状態などのデータを用いて，測定データベースを作成す

る。 

3) 本年度は，特に生後１歳までのデータを用い，ベーリー発達尺度における情動的/社会的

発達とダイオキシン汚染との関連性について検討する。 

4) 統計解析を行い，発達障害のリスク（オッヅ比）を算出する。 

 

８－２ セミナー 

 日本では，富山大学大学院生命融合科学教育部との共催により，市民公開講演会『障害

脳は回復するか』を開催する。同講演会では，一般市民，大学院生及び若手研究者合わせ

て 100 名程度を対象に，特に障害児に焦点を絞り，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，各分野における専門家による講演を企画する。演者による，

様々な事例紹介を通じて，積極的な介入が乳幼児の脳機能の発達を変え得る可能性を探る。

これにより，脳の可塑性及び脳機能の促進について若手研究者及び一般市民を啓蒙する。 

  ベトナムでは，日本側研究者とのセミナーを，ベトナム軍医大学で大学における研究者

及び大学院生を対象に１回，ダナン市で地域病院の医師及び看護師を集めて１回，それぞ

れ開催する。なお，同セミナーでは，日本側及びベトナム側研究者が研究の進捗状況や研

究成果の報告を行い，問題点について意見を交換する。 
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８－３ 研究者交流（共同研究，セミナー以外の交流） 

 ベトナム軍医大学側のコーディネーターであるトラン博士が今年度６-７月に来日して

共同研究を行うとともにこれまでの研究結果及び今後の研究計画についてディスカッショ

ンする。また，今後の協力体制を構築するために，ベトナム軍医大学と富山大学医学薬学

研究部及び生命融合科学教育部との部局間協定書（学術交流及び学生の交流に関する協定

書）の更新（今年度 11月）に向けてベトナム軍医大学学長を含む関係者と協議する。 

  また，若手ベトナム研究者及び日本人の若手研究者が，日本人の指導的研究者と面談

する機会をもうけ，論文執筆，自己の研究データ発表，及び研究の進め方等について，

常に意見を交換できるようにする。 

 

９．平成２３年度研究交流計画総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

ベトナム 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 6/51    6/51 

ベトナム 

<人／人日> 

7/1400 

(5/1419) 
    

7/1400 

(5/1419) 

モンゴル 

(日本側参加研究者) 

<人／人日> 

1/366 

(2/732) 
    

1/366 

(2/732) 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 

8/1766 

(7/2151) 
6/51    

14/1817 

(7/2151) 

 

９－２ 国内での交流計画 

10／28（26/26）<人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流計画状況 

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 

交流予定人数 

（※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> 

 6/51  6/51 

ベトナム 

<人／人日> 

6/1338 

(5/1419) 

  6/1338 

(5/1419) 

モンゴル 

（日本側参加研究者） 

<人／人日> 

1/366 

(2/732) 

  
1/366 

(2/732) 

合計 

<人／人日> 

7/1704 

(7/2151) 
6/51 

 13/1755 

(7/2151) 

② 国内での交流      0人/0人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

ベトナム側からは，コーディネーターのトラン教授が富山大学を訪問

し，研究計画を協議するとともに共同研究を行う。また，ベトナム人

留学生が昨年度に引き続き１年間日本に滞在し，日本人研究者のもと 

で脳発達に関する共同研究（富山大：脳発達の神経物質的基盤; 金沢

医大：脳発達の臨床的・疫学的研究）を継続して行う。特に，ベトナ

ム側留学生は，日本において引き続き乳児脳発達検査法及びダイオキ

シン測定方法を研修する。一方，日本側からはベトナムダイオキシン

汚染地における乳幼児の発達調査を今年度も引き続き行う。 
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期待される研究

交流活動成果 

日本及びベトナム両国内において日本人とベトナム人が共同で研究

を行うことで，ベトナム人留学生は，母国で行う研究に必要な技術を

日本において習得し，帰国後もベトナム国内において日本人研究者か

らのフォローアップを受けるとともに，自国の研究レベルを底上げす

ることができる。これにより，論文等による共同研究の成果の公表も

着実に進むと期待される。また，ベトナム汚染地における乳幼児発達

調査は，今年度で３年目となり，貴重な前向き研究に関するデータを

蓄積することができる。 

日本側参加者数  

65 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ベトナム）国（地域）側参加者数 

116 名 （１３－２（ベトナム）国（地域）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）第 4回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 4th 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 23年 12 月 日 ～ 平成 23年 12月 日（1日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）ベトナム，ダナン，市内ホテル 

（英文）Vietnam, Danang, a downtown 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 

(※日本以外での開催の場合) 

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. 1/1（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. 1/1（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 金沢医科大学研究者がダナン市を訪問し，1）小児の脳発達障害に

関する最近の知見，2）心理発達検査等による小児脳神経発達の評

価方法について現地医師や看護士及び行政関係者を対象に講義す

る。また，ベトナム軍医大学の研究者が，これまでの共同研究に

基づき，1）小児脳神経発達の疫学的調査結果 2)ダイオキシン暴

露の危険因子について報告する。以上により，ベトナム現地の医

療関係者に本共同研究の成果をフィードバックする。現地研究実

施者に現在ダナン市で行われている調査の意義を理解させると共

に，今後の研究計画について意見交換を行う。さらに，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。 

期待される成果 疫学的調査に参加する地域病院医師及び看護師に参加を依頼し，

本研究の趣旨を理解し，現地研究実施者が小児の脳神経発達やダ

イオキシンの毒性に対しての正しい理解を深めることができるよ

うにする。また，日本側研究者が現地を訪れることにより，ベト

ナム現地の状況を直接把握でき，より現地に適したモニタリング

方法や対策を提言できると考えられる。 

 さらに，同セミナーは，妊産婦管理，乳幼児発達についての保

健技術教育を兼ねており，ベトナム現地における医療レベルの向

上に貢献することができる。 

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

と概算額 

日本側 内容   国内旅費       金額  40,000円 

外国旅費       金額 110,000円 

（ベトナム）国（地域）

側 

内容   会議費        金額 200,000円 
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整理番号 S－２ 

セミナー名 （和文）第 5 回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 5th 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 23年 12月 日 ～ 平成 23 年 12月 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, 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 

(※日本以外での開催の場

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. 1/1（人/人日） 

C.  

ベトナム 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 40/40（人/人日） 

合計 

<人／人日> 

A.  

B. 1/1（人/人日） 

C. 40/40（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 本セミナーは主にベトナムの研究者を対象に開催する。金沢医科

大学研究者がベトナム軍医大学を訪問し，1）小児の脳神経発達障

害についての最近の知見，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。一方，ベトナム軍

医大学の研究者は，ベトナムにおけるダイオキシン研究の現状に

ついて報告し，総合討論を行う。以上により，日本側及びベトナ

ム側研究者が研究の進捗状況の把握と問題点について相互に意見

を交換することを目的とする。 

期待される成果 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，より現地に適した共

同研究を具体的に立案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ると考

えられ，ベトナム現地における医療レベルの向上に貢献すること

が期待できる。 

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

と概算額 

日本側 内容              金額 

（ベトナム）国（地域）

側 

内容   会議費        金額 200,000円 
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整理番号 S－3 

セミナー名 （和文）障害脳は回復するか（日本情動研究会，JSPS アジア研究

教育拠点事業，富山大学大学院生命融合科学教育部共催） 

（英文）Do damaged brains recover ? (This seminar is co-hosted 

by Japan Association of Emotion Research,JSPS Asian CORE 

Program and Graduate School of Innovative Life 

Science,University of Toyama) 

開催時期 平成 24年 1月 日 ～ 平成 24年 1月 日（1日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）富山県，富山高志会館 

（英文）Toyama Koshi-kaikan, Toyama, Japan 

日本側開催責任者 

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 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場合) 

 

 

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.  

B.  

C. 26/26（人/人日） 

ベトナム 

<人／人日> 

A.  

B. 3/3（人/人日） 

C. 3/3（人/人日） 

合計 

<人／人日> 

A.  

B. 3/3（人/人日） 

C. 29/29（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 脳のシナプスは，生後急激に発達し，感覚領野，及び言語領野は

１年以内，高次認知機能に関係する領野（前頭葉等）では，出生

時から４-５歳までの間にシナプスが形成される。したがって，障

害のある乳幼児については，できるかぎり早期にその障害を発見

し，早期から教育的対応を行うことが，乳幼児の障害の状態の改

善や望ましい成長・発達を促すために必要となる。また，この時

期に行われる，障害児を有する両親に対する専門的なカウンセリ

ングは，乳幼児の脳機能発達に大きな影響を与えることが報告さ

れている。本講演会では，特に障害児に焦点を絞り，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，各分野に

おける専門家による講演を企画した。演者による，様々な事例紹

介を通じて，積極的な介入が乳幼児の脳機能の発達を変え得る可

能性を探る。 

期待される成果 現在，障害児の教育現場では，教師が何をすべきか分からず，悩

みながら教育を行っているのが現状である。また，障害児の最も

身近にいて最も長時間接する両親の役割に対する認識とその支援

については，必ずしも十分でない。本講演会において，この分野

の専門家から，具体的な事例を挙げて講演してもらうことにより，

障害児の教育現場における要請に応えることができる。また，大

学院生及び若手研究者に対しては，脳の発達研究あるいは脳の可

塑性研究の促進，ならびにその研究シーズ提供が出来ると考えら

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

と概算額 

日本側 内容    会場費等     金額  200,000円 

（ベトナム）国（地域）

側 

内容            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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

ベトナム 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

     

ベトナム 

<人／人日> 

1/62   1/62 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

1/62   1/62 

②  国内での交流     10/28<人／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 

Military Medical  

University・ 

Junior Professor・

Tran Hai Anh 

 

富山大学医学薬学

研究部・教授 

西条 寿夫 

平成 23年度 

4-6月 

 

Asia Core 事業の今後の計画につ

いて協議するとともに，ベトナム

若手研究者と共同研究進捗状況に

ついて検討する。 

富山大学医学薬

学研究部神経整

復学講座・非常勤

特任教授 

小野武年 

(東京在住) 

富山大学医学薬学

研究部・教授 

西条 寿夫 

平成 23年度 

4-6月 

7-9月 

10-12月 

1-3月 

ベトナム人研究者の研究支援及び

共同研究成果発表としての論文作

成支援（校閲等）を行う。Asia Core

事業の今後の計画について日本側

及びベトナム側コーディネーター

と協議する。 

金沢医科大学医

学部・准教授 

西条旨子 

富山大学医学薬学

研究部・教授 

西条 寿夫 

平成 23年度 

1-3月 

疫学的研究グループと脳科学的研

究グループの今後の共同研究につ

いて協議する。 
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金沢医科大学医

学部・後期課程学

生 

丸銭笑子 

富山大学医学薬学

研究部・教授 

西条 寿夫 

平成 23年度 

1-3月 

疫学的研究グループと脳科学的研

究グループの今後の共同研究につ

いて協議する。 
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１１．平成２３年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 2,230,000 9/1683（6/2044） 

第２四半期 3,160,000 6/40 

第３四半期 2,290,000 3/23（1/107） 

第４四半期 2,580,000 6/99（26/26） 

合計 10,260,000 24/1845（33/2177） 

 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 8,660,000 国内旅費，外国旅費の合計は，

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 900,000 

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

500,000  

その他経費 200,000  

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  


