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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学：   東 京 大 学 大 学 院 医 学 系 研 究 科 

（タ イ）拠 点 大 学：   マ ヒ ド ン 大 学 

 
２．交流分野・研究テーマ 
  交流分野 ： 医 学 分 野 （Medicine） 
（和文）：    感 染 症 と そ の 周 辺 領 域                    
（英文）：    Infectious Diseases and Related Areas                
 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ：http://                                  
 
 
３．開始年度 
     １９９９年度（平成 １１ 年度） 
 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １８年 ４月 １日 ～ 平成 １９年 ３月 ３１日 
 
 
５．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学： 東京大学大学院医学系研究科 
  実施組織代表者： 廣川信隆・東京大学大学院医学系研究科・大学院医学系研究科長 
 コーディネーター： 山本一彦・東京大学大学院医学系研究科・医学部国際交流室長 
          協力大学： 京都大学大学院医学研究科・杏林大学医学部・大分大学医学部・ 
                     東京女子医科大学・琉球大学医学部・ 
                     名古屋市立大学大学院医学研究科 
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     事務組織： 

国際事業部・地域交流課

拠点交流係

司
計
係

東京大学事務局

医学部・医学系研究科専門員

医学部・医学系研究科副事務長

医学部・医学系研究科事務長

国際交流室
室長（教授）山本　一彦
計画担当
講師　　　　J．　Green
講師　　　　丸山　稔之

研
究
協
力
係

経
理
係

用
度
係日 本 学 術 振 興 会

交　流 組　織 事 務 組 織

大学院医学系研究科長
廣川　信隆

国際交流委員会（委員数12名）

委員長(教授）

山本　一彦

協力校連絡
協議会

 

 
 
 
相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
     拠点大学：（英文）Mahidol University 
                   （和文）マヒドン大学 
  実施組織代表者：（英文）Pornchai Matangkasombut  
                           President Mahidol University 
                   （和文）マヒドン大学 学長 
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 コーディネーター：（英文）Srisin Khusmith  
                           Vice President for Research 
                           International Relations Division 
                           Office of the President 
                           Mahidol University 
                   （和文）マヒドン大学 学長室  国際交流部  研究協力副学長   
 
 
     協力大学：（英文）Chulalongkorn University 
                   （和文）チュラロンコーン大学 
                   （英文）Chiang Mai University 
                   （和文） チェンマイ大学 
                   （英文）Prince of Songkla University 
                   （和文）プリンスオブソンクラ大学 
                   （英文）Khon Kaen University 
                   （和文）コンケン大学 
 
 
         事務組織：（英文）Boonyarat Suwanchinda 
                          Director 
                          International Relations Division 
                          Office of the President 
                          Mahidol University 
                  （和文）マヒドン大学 学長室  国際交流部  主任（事務担当） 
 
 
６．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
    感染症に関する理解を深め、その予防、診断、管理、抑制、治療に役立てること。 
    日本とタイがこれらの研究成果の恩恵を等しく享受できること。 
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７．平成１８年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

 

・マラリア感染防御・制御機構において宿主の各種免疫担当細胞及び諸因子がどのように関与

するのかを明らかにすることを最終目的として研究を進め、感染が治癒するマラリアでは、感

染初期に樹状細胞が効率よく増殖することが必要であるということが明らかになり、また薬剤

耐性マラリアに関しては、２重変異原虫は集団での生存が困難であり、これを代償するような

何らかの遺伝子変異の存在が明らかになった。さらにマラリア患者の多様な症状に関する因子

群を調べた結果、TIM1 遺伝子のプロモーターに存在する 3 つの SNP 多型が、統計学上有意に

脳性マラリアと関連していることが判った。(北) 

 

・感染症、自己免疫疾患等、免疫系の活性や異常で病態が異なる病気には、ヒト遺伝子の多型

が発症や進行に大きな影響を及ぼしている。こういった疾患を総合的に解析するためには、詳

細な免疫関連遺伝子の多型情報が必須である。そこで免疫関連遺伝子の多型検索を日本人、タ

イ人の DNA 検体を用いて行ない、多型に関わる情報（多型の染色体上の位置、種類、頻度、ハ

プロタイプ等）を集約した多人種遺伝子変異データベースを構築した。データベースを研究者

の利用に供するために、ウエブ上で一般公開する予定で、ウエブインターフェイスを作成終了

した。現在セキュリティーの問題に取り組んでおり、 来年度の半ばの公開を目標に、最終作

業を進めている。(松田) 

 

・Ｔリンパ腫関連研究として、通常Ｂ細胞指向性を示す EB ウイルスがＴ細胞に入るのかを実

験的に証明するため、電子顕微鏡観察をおこなった。その結果、ＥＢウイルスが、細胞に吸着

するところから、細胞内へ取り込まれ、細胞変性を起こすという経過を、形態観察することが

できた（Mitarnun)。子宮頚癌関連研究として、宿主遺伝的要因と考えられている、ＧＳＴＭ

１，ＧＳＴＴ１の解析をおこなった（Ishida)。また、タイ東北部に加え、協力体制を整えた

タイ中央部では検索病理試料の選定を、南部においては選定した試料から核酸の抽出をおこな

い、研究資材の調製につとめた。（Tiwawech、石田） 
 

・チェンマイにおけるウイルス性下痢症の分子疫学調査 (牛島、Maneekarn,Khamrin) 

・家畜、家禽からの下痢症ウイルスの分子疫学的調査 (牛島、Maneekarn、Kittgul) 

・ バンコクにおける環境水からの下痢症ウイルスに関する研究（Kittgul、牛島） 

・ タイにおけるロタウイルスワクチンの現状について打ち合わせ（牛島、Nyuyen,Kittigul） 

・ デング熱を来たす成虫カおよび幼虫蚊の採取、分子レベルでの診断および小児のデング熱

の症状の疫学調査を行った。(江下、Komalamisra、牛島) 

・ 調査時期が、デング熱患者の多発する 7月上旬であったことから、同一地域において患者
の動態を調査した。デング熱患者の感染前後の体重、精神発達状態などを知るためにアン

ケート調査票を作成して、聞き取り調査を継続実施した。(江下､岩永､Komalamisra､牛島) 
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・ 2005 年と同様にデング熱による発熱などで一過性の体重減少および精神発達への軽度な
障害が認められた。そこで、バンコク市近郊のデング熱患者の多発地域１－２カ所に絞って

蚊採集を実施した。デング熱患者情報を当日の午前に担当地区衛生部で得た後、殺虫剤を

散布チームと一緒に患者宅を訪問して、患者宅内から媒介蚊の採集を実施した。患者宅内

に潜む蚊の数は2005年よりも多かった。媒介蚊からのデングウイルスゲノムが検出され、
血清型は 4型と同定された。2005年は 2型が主であったことから、流行株の変化が 2006
年に生じていることが窺えた。詳細は、マヒドン大学と大分大学で解析中である(江下、岩

永、Komalamisra)。 

 

 

７－２ セミナー 

 

・ 平成 18 年度セミナーとして、「JSPS Seminar, 2007 -Thailand-Japan Collaborative 

Research on Infectious Diseases and Related Areas-」をタイトルとし、平成 19 年 3 月

4日～5日、京都市「Westin MIYAKO Hotel」にて開催した。 

・ 総参加者は 34 名（うちタイ側 17 名、日本側 17 名）であった。 

・ 発表題目は 4つのカテゴリにおいて、計 17 題の報告がされた。 

 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

・ 平成１９年４月以降の本事業に於ける共同研究の内容及び構成員等について打合せを行う

ため、拠点大学から研究者をバンコクへ派遣し、タイ・マヒドン大学 Srisin 副学長及び

Sakolsathyadorn 医学部長と会談し、来年度へ向けてこれまでの研究成果の評価及び研究計画

の素案等について議論を行った。 

また、同時に両大学のより広範な交流（研究者、大学院学生、医師等）の可能性を模索し、

それぞれの大学における研究環境事情・財政支援条件などに関して議論を行った。 (丸山) 

 

・タイにおけるロタウイルスワクチン導入に対する打ち合わせ（2006 年 7 月、牛島、Nguyen） 

・ウイルス性下痢症の共同研究の打ち合わせ、検体の採取のためバンコク、チェンマイを訪問

した（2006 年 8 月マヒドン大学、チェンマイ大学 牛島、西尾、沖津、Khamlin） 

・ウイルス性下痢症の共同研究の打ち合わせ、セミナーのため東京を訪問した。 

（2007 年 3 月東京大学、Maneekarn,Kittigul） 

・デング熱媒介蚊からのウイルスゲノム検出、ウイルス分離、デング熱患者のアンケート調査、 

  殺虫剤に関連して、共同研究打ち合わせのためバンコクを訪問して、マヒドン大学熱帯医 

  学科医昆虫学部門の研究者らと討論した。 

 （2006 年 7 月マヒドン大学 江下、岩永、Komalamisra）。 
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８．平成１８年度の研究交流の成果 
 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 

・エイズの進行に関連する遺伝子を同定し、その生物学的機能評価をマヒドン大学と共同して、

タイ人の前向きコホートを用いて行なうことが出来た。日本ではまだこういった集団を対象と

した疾患関連遺伝子の機能評価が出来るような基盤が整っておらず、タイとの共同研究ではじ

めて可能となった。今後もこういった遺伝学と細胞学を組み合わせた取り組みがいっそう重要

となってくるが、それに対する共同研究の基盤が確立された。(松田) 

 

・欧米型の教育で軽視されてきたＴリンパ腫について焦点をあて、ＥＢウイルスとの関連を明

らかにし公表してきたところ、タイにおいてもようやくその重要さが理解されてきた。現在、

タイ南部を本拠地とし研究を推進しているが、平成１９年３月京都におけるセミナーでの交流

を活かした他の地域における協力体制の確立が期待された。(石田) 

 

・タイのブタにロタウイルスが高頻度で流行していることがわかった。わが国でも再確認する

必要がある。東京大学の都市工学片山助教授のもとで行っている環境水からのウイルスの遺伝

子法による検出を見学した。また、獣医学部の遠矢助教授が見出したマウス ノロウイルスに

ついて情報交換・交流ができた。（牛島） 

 

・デング熱流行地でのデング熱媒介蚊からのデングウイルス保有状況を調査する一連の疫学方

法について、両国研究者間で討論を行い、一定の手法が確立できた。今回の蚊からのウイルス

ゲノム検出は、両国研究者によって実施され、陽性結果の一致が見られた。（江下、岩永、

Komalamisra） 

 

 

８－２ 学術面の成果 

 
・マラリア感染防御・制御機構において宿主の各種免疫担当細胞及び諸因子がどのように関与

するのかを明らかにすることを最終目的として研究を進めている。 

 これまでに、NK マーカーを発現する unconventional T 細胞（NKT 細胞）がマラリアの発症・

防御に如何なる役割を果たすのかについて検討を加え、脳性マラリアを含む重症マラリア群で

は、一部の NKT サブセット（CD56 陽性 NKT 細胞と CD161 陽性 NKT 細胞）が、合併症を伴わ

ない非重症群に比較して有意に増加していることなどを明らかにしてきた。今年度はこれまで

の結果をふまえマウスを用いた実験マラリアにより、樹状細胞の各サブセットの応答および各

種リンパ球サブセットの応答について検討した。用いた原虫種（株）は Plasmodium berghei の

強毒株（重症マラリアのモデルとして）と弱毒株（良性マラリアのモデルとして）である。脾

樹状細胞(dendritic cell: DC)サブセットについて調べると、conventional DC (cDC)、
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plasmacytoid DC (pDC)ともに弱毒株感染マウスで感染急性期に著増したのに対して、強毒株

感染マウスではどちらも著増は認められず、cDC は、むしろ、細胞数・割合ともに減少した。

弱毒株感染経過に伴う CD4 陽性 T細胞も CD8 陽性 T細胞の変動をみると、どちらも脾細胞中の

割合が感染急性期には正常マウスより低下した。一方、弱毒株感染マウスのγδT 細胞は割合が

約５倍に増加したが、強毒株感染ではこの細胞の増殖は認められなかった。これらの結果から、

感染が治癒するマラリアでは、感染初期に樹状細胞、特に cDC が効率よく増殖することが必要

であるということが示唆された。一方、マウスの pDC のマーカーのひとつである B220 を弱く

発現する B220intDC が、マラリア感染に伴って著しく増殖することも今回明らかとなった。 

 薬剤耐性マラリアに関しては、本年度は「耐性原虫がいつ頃出現し、どのような時間的、空

間的な広がりを持って定着したのか」について明らかにすべく、薬剤耐性原虫分布に影響を与

える疫学因子や薬剤圧レベルの異なるいくつかのフィールドから得られた原虫耐性遺伝子周

囲に存在するマイクロサテライト多型解析を行った。基礎実験にて決定された dhfr 遺伝子周

囲(-360 から+300KB)マイクロサテライトマーカー多型をパプアニューギニア、ヴァヌアツ、

ソロモン、カンボジア、タイからのフィールドサンプルにおいて解析した結果、dhfr 単変異

原虫の出現はまれな現象ではないものの、現在浸淫地に分布している２重変異以上の耐性原虫

の lineage は限られていることが明らかになった。置換突然変異の出現率に大きな差がないこ

とから、２重変異原虫は集団での生存が困難であり、これを代償するような何らかの遺伝子変

異の存在が示唆される。また、本年度の精力的な分子疫学的解析により、メラネシアが南米、

東南アジアに続く 3番目の耐性原虫の focus であることを新たに見出した。また、実験室内で

のアトバコン耐性ネズミマラリアを作成し、それらの変異がすべてミトコンドリアのシトクロ

ム bである事を明らかにした。 

また、徳永教授のグループはマラリア患者の多様な症状に関する因子群を同定し、重篤な症

状を示す患者の治療に必要な対応についての情報を得るとともに、現在重要な問題となってい

る薬剤耐性克服を目的として共同研究を進め、以下の結果を得た。 

熱帯熱マラリア原虫に感染したタイ人マラリア患者 480 名を対象に TIM1 遺伝子、TIM3 遺伝

子、および TIM4 遺伝子の全エクソン領域およびプロモーター領域について変異スクリーニン

グを行い、検出された多型のタイピングをおこなった。検出された多型に対し、関連分析をお

こなったところ、TIM1 遺伝子のプロモーターに存在する 3 つの SNP 多型が、統計学上有意に

脳性マラリアと関連していることがわかった。さらに、末梢血を用いた発現解析により、これ

らの多型が TIM1 遺伝子のメッセンジャーRNA 発現量と関連していることも確認された。この

ことは、TIM1 遺伝子の発現量と脳性マラリア感受性とが関連していることを強く示唆してい

る。また、GYPA 遺伝子と GYPB 遺伝子によって規定される MNSs 赤血球型が脳性マラリアと関

連していないことを報告した。さらに、重症化関連候補遺伝子領域としてヒト染色体 5q31 を

選び、8個のマイクロサテライトマーカーを用いた連鎖不平衡解析をおこなった。それらの中

の 1つが脳性マラリアと関連していることが確認された。 

(北・徳永) 
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・ケモカイン受容体の一つである CXCR１遺伝子の持つアミノ酸変化を伴う遺伝子多型が、エ
イズの進行と密接にかかわり合っていることを遺伝解析で見いだし、その野生型と変異型

cDNAを用いた細胞実験で、変異型 cDNAを導入した細胞株では HIV－1受容体の CD４分子
の細胞膜上の発現が抑制されていることを突き止めた。また HIV－1 細胞株、エイズ患者から
単離したウイルスを用いた感染実験を行い、変異型 cDNA を発現させた細胞株では HIV-1 の
感染が有意に抑制されていることを見いだした。(松田) 
 
・昨年度までに T 細胞関連疾患と EB ウイルスの関係についての大枠を記載することができ
たので、Ｔ細胞へのＥＢウイルス感染実験を行なった。電子顕微鏡観察により侵入を確認する

ことができ、感染後の細胞の動態を形態から追跡した。(Mitarnun) 
 
・子宮頸癌の前段階であるＳＩＬについて、ｐ５３遺伝子多型、パピローマウイルス感染、生

活習慣について疫学的解析を行い、喫煙の関与を明らかにすることが出来たので、雑誌に公表

した。（Settheetham-I.） 

 

・上咽頭癌関連遺伝素因の検索をまとめ、アジア太平洋公衆衛生学会にて発表した。（Tiwawech） 
 
・2004－2005 のチェンマイの小児下痢便患者材料から、ロタウイルス、アデノウイルス、ノ

ロウイルス、サポウイルスなどを遺伝子診断法で見出した。ブタにおいて昨年度の P[19]に続

いて P[27],P[28]を見出した。開発したノロウイルスのイムノクロマトのキットを日本の検体

を用いておこなった。（牛島） 

 
・2005 年度に続きデング熱患者宅内に生息している媒介蚊からのウイルスゲノムおよびウイ

ルス分離を実施した。所定日数を飼育した雌蚊からデングウイルス 4 型が RT-PCR 法で確認で

きた。ちなみに、昨年度までの分離株は 2 型であったので、流行株の変化が 2006 年のデング

熱流行で生じており、その血清型の変化は蚊体内でも認められた。デング熱患者宅に潜む蚊成

虫の６％ほどがデングウイルスを保有する結果を得たことから、如何に感染蚊に刺されないよ

うにするかが重要な課題となった。また、患者宅内の水源に発生する蚊幼虫のウイルス感染率

がどの程度かの情報は少ないので、今後検討する必要があろう。（江下、岩永、Komalamisra、

牛島） 
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８－３ 若手研究者養成 

 

・招聘研究者（受け入れ先：杏林大学・医学部感染症学講座） 

Natnaree Saiprom （Research Assistant）  

Microbiology and Immunology, Tropical Medicine, Mahidol University,  

平成１８年１１月５日～１１月２５日（２１日間） 

１）マウスを用いた実験マラリアにおける各種免疫担当細胞の応答性に関し、フロー 

サイトメーターを用いて解析した。 

２）Intracellular cytokine assay の手技を身につけた。 

３）FACSAria による細胞分取を経験した。 

 

 

・派遣研究者 

高橋 良 

杏林大学・医学部共同研究施設フローサイトメトリー部門・助手 

平成１９年２月１６日～２月２５日（１０日間） 

受け入れ先：マヒドン大学熱帯医学部・助教授・Varee Wongchotigul 

１）マラリア患者の自然免疫応答に関する研究計画の打合せを行った。 

２）熱帯医学部の教員および学生に対して「Recent flow-cytometric analysis: 

     cytometric beads array (CBA)」のタイトルで、フローサイトメトリーの新しい情報を 

講議した。 

３）熱帯医学部所有のフローサイトメトリー機器の不具合を修正し、対策を施した。 

４）フローサイトメトリー機器についての取扱いおよび研究指導を助手および大学院生に 

対して行った。 

 

美田 敏宏 

東京女子医科大学・講師 

平成１８年１１月３０日～１２月４日（５日間） 

受け入れ先：マヒドン大学熱帯医学部・助教授・Varee Wongchotigul 

１）薬剤耐性マラリア発生機構に関する討議を行なった。 
２）論文作成に関して討議を行った。 

３）来年度の研究推進のための試料収集に関して打ち合わせを行なった。 
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・今年もタイから若手研究者を２人招聘し、ゲノム疫学、ゲノム情報学の基礎を教育し、また

遺伝解析の実験を指導し、大規模遺伝解析が行なえるまで技術を習得させた。(松田) 

 

・課題３に関連した研究成果は、タイからの留学生により国際ＥＢウイルス会議（ボストン）、

博士課程の大学院生により国際パピローマウイルス学会（プラハ）で発表された。サブテーマ

の１つである EB ウイルス関連Ｔリンパ腫を研究対象として、東京大学より２名が博士の学位

を授与された。（石田） 

 

・平成 17 年度からチェンマイ大学修士を卒業した Khamrin Pattara 氏が、東京大学大学院医

学系研究科博士課程の学生として入学し、教室において分子疫学的研究を行っている。(牛島) 

 

・ノロウイルスを新しいイムノクロマトキットを用いてわが国検体で検査し成績を得た。 

（Arch Virol） 

 

・タイで新しいタイプのロタウイルスを Khamrin 氏が見出した。(牛島) 

 

・マヒドン大学を訪問した際に、医昆虫学部門のスタッフおよび大学院生に対して、「ウエス

トナイルウイルスを媒介する蚊」についてのセミナーを行った。（江下） 

 

・マヒドン大学を訪問した際に、医昆虫学部門の若手スタッフおよび大学院生に対して、医昆

虫分野での分子生物学的手法について討論を行った。（岩永、江下） 

 

 

８－４ 社会貢献 

 

・マラリア感染とその重症化、さらに薬剤耐性の発生機構の本質にこれまでになく迫る事がで

きた点は、マラリアに多くの地域住民が苦しんでいる東南アジアの人々の健康と日常生活に大

きく貢献すると考えられる。(北・徳永) 

 

・ブタから新しいロタウイルスを見出したこと、ヒトとの組換えウイルスがヒト、ブタから見

出されたことは、通常的にこのようなことがおきていることが推測できる。インフルエンザ同

様のことが考えられ、慎重に継続的にモニターが必要なことがわかった。ロタウイルス、ノロ

ウイルスの診断を確立し、広く使えるようにした。（牛島） 

 

・デング熱患者宅に潜む蚊成虫がどの程度デングウイルスに感染しているかの情報はマラリア

媒介蚊と比較して極めて少ない。今回調査した採集蚊の６％程がデングウイルスを保有してい

たことから、如何に感染蚊に刺されないようにするかが重要な課題となった。また、患者宅内

の水源に発生する蚊幼虫のウイルス感染率がどの程度かの情報はほとんどないので、今後検討

する必要がある。これらの情報は、患者発生を未然に防ぐための対策を進める際に必要である。

（江下、岩永、牛島） 
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８－５ 今後の課題・問題点 

 
・これまでのマラリアに関する共同研究は順調に進展しているが、タイ側の希望によって平成

18 年度に開始する予定であった鳥インフルエンザについての共同研究はタイ担当者の準備が

間に合わず、実質的に進める事ができなかった。3月の京都でのセミナーの折に充分打ち合わ

せ、来年度は早期に共同研究を開始する事で意見が一致した。(北・徳永) 

 

・日本人、タイ人の遺伝子多型を比較解析できるデータベースを１日も早く完成させ、一般公

開する。(松田) 
 
・現在Ｔリンパ腫、上咽頭癌、子宮頸癌の３つの細胞増殖性疾患について異なる研究機関で独

立に研究が進められている。今後は異なる腫瘍を研究対象としていても、データの共有を含め

タイ国内における横の連携を推進する必要があることが実感された。（石田） 

 

・タイでの家畜、魚介類からのサンプルの採取を恒常的に採取する。タイからの輸入食品（特

に魚貝類）の販売店から定期的に検体を購入する。（牛島ら） 
 
・デング熱患者宅に潜む蚊成虫の６％程がデングウイルスを保有していた。自宅内で感染蚊に

刺されないようにする対策を立てる際に、蚊幼虫のウイルス感染状況を把握する必要がある。

これら 2つの情報を得て、患者発生以前のウイルス活動状況を把握する方策が可能か否かを検

討することが今後の課題であろう（江下、岩永、牛島）。 

 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数   ４６ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ２８ 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  ２１ 本 

（※ 論文リスト別添） 
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９．平成１８年度における総交流人数・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 
（JSPS） 

タイ 
(NRCT)

   合計 

実施計画 14／120    14／120日本 
（JSPS） 実績 

 
17／124    17／124

実施計画 27／737    27／737タイ 
(NRCT) 実績 19／847 

 

   19／847

実施計画       
実績   

 

   

実施計画       

実績    

 

  

実施計画       
実績     

 

 

実施計画 27／737 14／120    41／857合計 

実績 19／847 17／124    36／971

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の場

合は「国名」を記載してください。 

※ 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 

３２／６１ （人／人日）  ９ ／ １９ （人／人日）

 


