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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： 長崎大学熱帯医学研究所 

（ ベ ト ナ ム ） 拠 点 大 学： 国立衛生疫学研究所 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）： 熱帯医学 熱帯性感染症の新興・再興の要因とそれに基づく防除対策             

（英文）：  Tropical Medicine  Analysis of various factors on emergence and 
re-emergence of tropical infectious diseases and their control strategy.                

 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ：http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/jsps/ 
 
 
３．開始年度 
   2000年度（平成 12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：長崎大学熱帯医学研究所 
  実施組織代表者：青木克己・長崎大学熱帯医学研究所・所長 
 コーディネーター：高木正洋・長崎大学熱帯医学研究所・教授 
     協力大学：北海道大学 大学院獣医学研究科 
  大学院医学研究科 
 東京大学 空間情報科学研究センター  
 自治医科大学 医学部 
 国立感染症研究所 ウイルスⅠ部 
 国立国際医療センター 研究所 
 静岡県立大学 薬学部 

様式 
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 岐阜大学 農学部 
 新潟大学 大学院医歯学総合研究科 
 大阪大学 微生物病研究所 
 大阪工業大学 工学部 
 神戸大学 大学院医学研究科 
 九州大学 大学院医学研究院 
 大分大学 医学部 
 久留米大学 医学部 
 鹿児島大学 多島圏研究センター 
 琉球大学 大学院医学研究科 
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 事務組織： 

   
 

実施組織代表者 
熱帯医学研究所長 青木 克己   

    
 
 コーディネーター   
 熱帯医学研究所 教授 高木正洋    

      
拠点大学事業実行委員会 国内連絡協議会   

(2－3ヶ月に 1回開催） （年 1回開催）   

委員長:高木正洋（教授） 委員長：高木正洋（教授） 

委 員:溝田 勉（教授） 委 員：協力大学の連絡責任者 17名 

    嶋田雅暁（教授）      事業実行委員会委員 9名 

    本田武司（教授）   (内 1名重複） 

    大石和徳（教授）     

    森田公一（教授）     

    宇賀昭二（教授）     

    長谷部太（講師）     

    中澤秀介（助手）     

    坂下鈴鹿（課長）     

 
       

     

 事 務 担 当 者   

 事務局  熱帯医学研究所   

  総務部長 事務長   

  国際交流課長 総務係長   

  専門職員     

  国際交流係長     
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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）National Institute of Hygiene and Epidemiology(NIHE) 
          （和文）国立衛生疫学研究所 
  実施組織代表者：（英文）Nguyen Tran Hien, Director General, NIHE 
 コーディネーター：（英文）Nguyen Tran Hien, Director General, NIHE 
      

協力大学：（英文）Pasteur Institute of Ho Chi Minh City(PIHCMC) 
          （和文）ホーチミン・パスツール研究所 
  
 （英文）Pasteur Institute of Nhatrang 
 （和文）ナチャン・パスツール研究所 

 
（英文）National Institute for Clinical Research & Tropical 

Medicine 
 （和文）国立熱帯医学臨床研究所 
  
 （英文）National Institute of Pediatrics(NIP) 
          （和文）国立小児科学研究所 
  
 （英文）National Institute of Malariology, Parasitology and  
     Entomology (NIMPE) 
         （和文）国立マラリア・寄生虫病害動物研究所 
  
 （英文）Institute of Geography, VAST 
         （和文）地理研究所、VAST 
  
 （英文）Bach Mai Hospital 
         （和文）バクマイ病院 
  
 （英文）National Institute of Nutrition (NIN) 
         （和文）国立栄養学研究所 
  
 （英文）Sub. Department of Animal Health of Ho Chi Minh City 
         （和文）ホーチミン動物保健局 
  
 （英文）TayNguyen Institute of Hygiene and Epidemiology (IHE) 
         （和文）タイチェン衛生疫学研究所 
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６．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
 
ベトナムにおける熱帯性感染症のうち蚊媒介性疾患、急性呼吸器感染症、腸管感染症、人

畜共通感染症に注目し、この中から新興・再興感染症として特に重要であり、かつ両国に

研究基盤の存在が認められる感染症について疫学的研究を行う。特に、発生と流行に係る

病原体の地理的、年代的変異、並びに各種の自然的、社会的環境要因の解析に重点を置く

点で個性化を図り、国際的レベルの成果を目指す。得られた研究成果に基づいてこれらの

感染症に対する効果的な防圧方法を考案、提言する。 
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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 

共同研究の協力大学，研究協力者の数は両国とも前年度とほぼ同じであった。日本からの

派遣研究者数は同等で延べ滞在日数は５０日程増加した。ベトナムからは変わりなく２２

人であった。延べ滞在日数は１００日以上減少したが、これはＨ１７年度が顕著に多かっ

たためで、他の年度と比較すると同等である。派遣研究者の滞在日数は、１０日前後と短

い。これは派遣時の研究作業が、越側共同研究者と同道によるフィールドでのサンプル採

集に集中しているからである。約一週間のサンプル収集と前後の打ち合わせで常識的に１

０日前後となる。一方、招聘研究者の滞在日数は多くの場合４週間であった。これは日本

での共同作業内容がラボでの小実験や新しい知識や技術の習得の場合が多いことが理由で

あるが、それでも何らかの実験等を完結させるためには十分な期間ではないと思われる。

尚、招聘研究者は NIHE からが顕著に多かった。拠点重視という意味では正しい方針といえ

るが他機関から不満が出たのも事実で再考を要する。公表論文数は減少した。 

 

７－２ セミナー 

隔年で日越交互に続けてきた国際セミナーの４回目を１２月にハノイで開催した。参加者

は、日本から２０名、ベトナムから４１名、合計６１名であった。VASTからの列席者はな
かったが、JSPSからは吉田敏臣バンコク事務所長の臨席を得、挨拶を頂いた。この後小課
題の構成にならった４セッション構成（人獣共通感染症、急性呼吸器感染症、蚊媒介性感

染症、腸管感染症）で、２日間に亘る口頭による研究成果・報告及び質疑応答を行った。

各セッションとも両国１名ずつの座長により進められ、ベトナムから１２題、日本から１

４題の口演があった。第１日目夕にベトナム側の歓迎パーティーがもたれ、これに応えて

第２日目夕に日本側が参加者全員で経費を分担してレセプションパーティーをもった。 
各口演ともオリジナルな内容で、最新の成果が公表された。質疑応答も極めて活発で、時

間の制限上中途で討論をうち切らざるを得ない場合もあった。特に蚊媒介性感染症につい

ては１２題もの発題があり、活動の活発さが窺われた。運営面では、主催がベトナム側で

あったことから、一切の経費、運営をベトナム側が負担した。深謝すべきほど遺漏のない

運営であった。全体として大成功のセミナーであったと総括出来る。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

研究を伴わない交流は必要最小限に止めた。その結果ベトナムから拠点代表でありコーデ

ィネーターも兼ねるNIHE所長のHien博士と副所長のAnh博士が平成18年10月に来日，
長崎大学にて日本側拠点代表の青木熱研所長，高木コーディネーターと今後の計画につい

て協議した。日本からはコーディネーターの高木が年度末に訪越し，Hien博士らと今年度
の総括を行い，及び来年度の予算を提示し，派遣と招聘者の調整を行った。 
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８．平成１８年度の研究交流の成果 
（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下さい。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

蚊媒介性感染症 

マラリア ：昨年度原虫，媒介蚊、人類生態の各研究グループに日越両方の研究者が参

加し、フィールドの疫学的研究を全面的に展開出来るようになった。派遣研究者はハノ

イに立ち寄り、カウンターパートと共に山間僻地の調査地に赴き現地に滞在する。越側

研究者が常に同道することで、調査対象住民との関係も良好である。 

デング熱：デング熱媒介蚊の新しい防除技術開発をめざした二つの研究グループが日・

越両拠点（長崎大学と NIHE）の蚊研究者間で構築された。ベトナムにおけるデング熱

防圧への応用的展開が望める。 

呼吸器感染症 

日本側協力研究者の異動に伴い体制が再編成された。越側協力研究者に大きな異動は無

いが重点調査地域をニャチャンに定めたことにより、ニャチャンのKhanh Hao General 

Hospitalから研究協力者が加わった。新研究協力体制によりこれまでのラボラトリーで

研究に加え臨床疫学研究の強化が可能となった。 

腸管感染症 

腸管寄生虫、コレラ、エンテロウイルスグループ共にこれまでの共同研究の実績により、

腸管寄生虫グループはNIMPEの寄生虫学部門と、コレラはNIHEのコレララボと、またエ

ンテログループはホーチミンのパスツール研究所のカウンターパートと良好な研究協

力体制が構築できている。 

人獣共通感染症 

狂犬病： 

1年間の試行でヒト用ワクチンの安定的作成が可能な態勢が整った。より安定的なウイ

ルス培養と回収を目指した検討が現在進められている。また，ヒト型抗狂犬病グロブリ

ンを作成するための準備体制が整った。狂犬病ワクチン研究の向上に寄与出来た。 

ハンタウイルス： 

NIHEの研究カウンターパートと良好な研究協力体制を構築し、ハノイ近郊で野生齧歯類

の捕獲調査などを順調に継続中である。一方、ホーチミン市のPasteur Institute of Ho 

Chi Minh City （PIHCMC）Department of Microbiology and Immunologyとの共同研究

も実施中で、Vu Thien Thu Ngu 研究員が北海道大学に滞在し、ハンタウイルス感染診

断法の基礎的技術習得を行った。 

 

以上のように，第Ⅰ期５年の研究協力体制を継続発展強化した研究グループと，第Ⅱ期

に研究体制を再構築し，新たな目標や追求課題の拡大を図りつつある研究グループの両

方が存在した。今後特に後者の新展開が注目される。 
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８－２ 学術面の成果 

蚊媒介性感染症 

マラリア ：原虫，媒介蚊、人類生態各グループにおける調査活動が充実した結果、同
じ家に暮らしている者に感染が集中する傾向（原虫グループ）、家族のマラリアに対する意

識や行動が反映しているらしい（人類生態）、近くに媒介蚊の発生源がある（媒介蚊）など

流行の空間的偏りを説明する実証的データが整ってきた。住民全体の感染調査でも一部の

地域、家族の感染率が高かった。 

日脳：吸血源の空間分布と吸血リスクの関係が明らかになった。媒介蚊の吸血行動を左

右する環境要因がフィールド調査を通じて実証された価値ある成果である。我々によっ

て発見された新しい日本脳炎様ウイルス（Nam Dinh ウイルス）の浸淫が、かなり広範

囲に及んでいる事実が患者脊髄液と蚊の調査から判明しつつある。このウイルスについ

ては遺伝子解析が長崎大学熱帯医学研究所において終了し現在発表準備中である。また、

不明脳炎患者サンプルからナムディンウイルスとはことなる 2 番目の未知アルボウイ

ルスも分離され現在遺伝子の解析を進めている。 

デング熱：デングウイルスについては、ホーチミン市において分離されたデングウイル

スの遺伝子解析を継続的に実施しデングウイルス遺伝子 2 型がふたたび隆盛をえてい

ることが明らかになった。また、ホーチミン市のデング患者から感染細胞特異性の異な

るウイルスが分離されており、現在長崎大学熱帯医学研究所において分子レベルでの解

析を実施している。媒介蚊については、南部ミトにて常温揮発性ピレスロイド練り込み

プラスティックデバイスの吸血回避効果の評価を継続した。特に家屋構造と効果の関係

を吟味。室温の違いが効果を左右することが確かめられた。 

呼吸器感染症 

ベトナム中部 Kanh Hoa 県における呼吸器感染症研究フィールドでは同県で発生する小

児呼吸器感染症の全貌を把握するために、Nha Trang 市および隣接する Nin Hoa 郡の住

民を対象にしたセンサスサーベイを実施、2006 年に同地域に居住する住民の動態が明

らかになった。また発熱と咳症状を有する子供に対する住民の治療行為に関する行動調

査を実施し、総合病院を受診する子供の割合が全体の 3.2%ときわめて少数であること

が判明した。さらに Kanh Hoa 県総合病院における小児重症呼吸器感染症モニタリング

システムを構築するために、同病院小児科病棟の入院患者情報を用いて予備的調査を行

い、同病院における小児感染症疾患の内訳（上気道感染症 35%、気管支・細気管支炎 30%、

肺炎 35%）およびこれらの診断基準・治療に関する実態が明らかになった。 

腸管感染症 

腸管寄生虫：本年度は 4 月に 1 回目の駆虫後 6 か月目の糞便検査、10 月には最初の駆

虫後１年目の糞便検査、さらにはそれに次いで２度目の駆虫を実施した。これらの糞便

は現在検査中(ベトナムサイドで実施した検査は終了)であり、３月中には日本での検査
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も終了した。寄生虫侵淫と生活習慣との比較を目的としたアンケート調査も無事に終了

した。その結果寄生虫の感染と手洗い・健康教育・家族数などの因子とは正の相関が認

められなかったものの、学童の両親の教育程度や収入と寄生虫感染との間に関係が認め

られた。すなわち、高学歴・高収入の両親をもつ学童の寄生虫陽性率はそうでない両親

を持つ学童の陽性率と比較して明らかに低率であった。 

コレラ：①Thai Binh Province からクラシック型コレラ菌の typing phageIV と全く同

じ遺伝子をもち、なおかつ形態の異なる phage を分離した。②同じ Thai Binh Province

の環境からクラシック型コレラ毒素遺伝子をもつ NAG strain を分離した。③コレラ菌

のカッパーファージの遺伝子配列を決定した（33, 274 bp）。④コレラ菌の線維状ファ

ージ fs2 のコレラ菌染色体への integration site が決定された。 

①②は第４回国際セミナーで越側から、④は江原が41回日米コレラ会議(岐阜Nov. 5-7, 

2006)）で発表した。③のデータは DDBJ に登録準備中。 

人獣共通感染症 

狂犬病：①「ヒト用狂犬病ワクチンの力価測定」： 試作されたPHKC組織培養狂犬病ワク

チン３ロットについて力価測定を生物製剤基準に則りED50値とpotencyを測定した。そ

の結果、いずれも2.5IU以上で国際標準をクリアしていた。対照とした日本製組織培養

ワクチン（化血研製）に比べると低い力価であったが、安全性と不活化試験は完全にク

リアしており、今後ウイルスの濃縮・精製の技術の向上によりこれらの問題はクリアで

きるものと考えられた。Vnoukovo-32株をVero細胞に馴化する目的でも検討を進めてい

る。現在継代培養３代目に入り104 FFU/mlのウイルスが回収され、今後馴化を進めるこ

とでより高いウイルスの回収が可能となろう。②「EBウイルストランスフォーメーショ

ン法を用いたヒト型抗狂犬病モノクローナル抗体製剤の作成とその臨床使用に関する

検討」：日本国内でワクチン接種により過免疫した個体のリンパ球にEBウイルスを感染

させ、96ウェルプレート1,393ウェルから迅速中和試験(RIFFIT法)にて、スクリーニン

グを行ったところ、狂犬病ウイルスCVS-11の増殖を完全に抑制するものを２クローン選

別することができた。今後、安定的な産生を目指して選別されたクローンの抗体産生遺

伝子をクローニングし、CHO細胞での安定的産生を目指す。 

ハンタウイルス：Vinhphuc 省およびハノイ市の Haibatrung 地区のマーケットで捕獲さ

れた 100 頭の動物の血清および分子疫学調査を行った。その結果 Haibatrung 地区のド

ブネズミのみから陽性が検出された（陽性率は１６％）。一方、クマネズミは０％であ

った。また、空間的には陽性コロニーの局在が示唆された。５１頭のラットに対して２

２頭ものスンクス（食中目に分類される小型ほ乳類）が捕獲された。スンクスの住家性

が推察され人への感染源としての重要性が考えられた。これらのスンクスから得られた

血清を、インドのスンクスから分離されたハンタウイルス（Thottapalayam virus 

(TPMV)）を抗原としてスクリーニングしたが陽性例は見つからなかった。Haibatrung

地区のドブネズミからは SEOV のゲノムが検出された。これから得られた塩基配列は、
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昨年度までに明らかにしたHaiphong港由来SEOVの配列と同じグループに属するものの、

独自の配列を持っていた。また、これらのベトナム由来 SEOV と最も近縁なのはインド

ネシア由来 SEOV であることが明らかとなった。 

SARS/ニパ：①ＳＡＲＳについてはベトナムで分離したウイルスの遺伝子からウイルス

粒子蛋白質を人工的に発現させる系を確立し、この蛋白質をもちいた安全で迅速な血清

診断系（特異的ＩｇＭ検出系）を確立した。②ニパウイルスについてはマレーシアで分

離したニパウイルスからＮ蛋白遺伝子を単利してこれを用いた特異抗体検出系を作成

してヒトおよび動物のニパウイルス感染情況の調査が可能となった。また数百匹におよ

ぶコウモリを採取し、現在抗体検査を実施中である。 

鳥インフルエンザ：野鳥と家禽のインフルエンザ感染情況を調査すべく、ベトナム北部

において鳥からの検体採取を実施した。平成 19 年度に解析を開始する。 

 
８－３ 若手研究者養成 

蚊媒介性感染症 

マラリアの疫学調査に日本人の博士課程とポスドク学生数名が参加した。また招聘研究

者も若手中心で、RNA 解析がもたらす情報量、RT-PCR の有用性について正しく早く理解

した。 

呼吸器感染症 

現在国費留学生として感染症予防治療分野へ留学中の Vu Thi Huong は、ベトナムにお

ける小児呼吸器感染病原体を対象にしたMultiplex PCRの確立に向けての予備実験に主

体的に参加している。また、これまでに確立された定型的肺炎の病原体（肺炎球菌、イ

ンフルエンザ菌、モレキセラ菌）を対象とする Multiplex PCR 法は、平成 19 年 2 月 26

日にJSPSプログラムによって来日したMs. Nguyen Thi Hien AnhおよびDr.Phan Le Thanh 

Huong へ技術移転された。 

腸管感染症 

コレラでは vibriophage を研究課題として越側若手研究者が拠点枠の国費留学生とし

て博士課程に入学した。 

人獣共通感染症 

ハンタウイルス関係招聘研究者として来日した３名の越側協力研究者は、数種類の

ELISA 法、蛍光抗体法（IFA）、Western blot 法による齧歯類と人における抗ハンタウイ

ルス抗体検出法を、技術的習得だけでなく、複数の診断法による総合的判断の必要性と

しても理解した。彼らは成果をそれぞれの研究所で若手研究者に伝授しており、若手研

究者の養成にもつながっている。また、本年度は PIHCMC を訪問し試験方法等について

ベトナム側研究室のメンバーを対象に講習を行ったので、それらを通じても若手研究者

の養成が進んだと考える。 

ベトナムにおいて分離されたＳＡＲＳウイルスを用い、遺伝子工学的手法により発現さ
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せた蛋白質による迅速診断系の開発に携わった本事業参加研究者の森田公一教授(長崎

大)の下、研究指導を受けた徐君が博士課程を修了。H18 年 4 月より日本ベトナム新興

感染症拠点形成プログラムの助手として採用され、日本ベトナムの熱帯病、新興感染症

研究をさらに推進している。 

NIHE より Duc 医師が拠点枠の国費留学生として 10 月初旬来日し平成 19 年 1 月に実施

された長崎大学大学院医歯薬学総合研究科の入学試験に合格して、今後 4年間、長崎大

学熱帯医学研究所で鳥インフルエンザをはじめとする新興感染症の研究に従事する。 

 

８－４ 社会貢献 

マラリアグループでは、調査に併せて現地での健康相談と投薬によるマラリア治療を実

施している。尚、これまでの研究成果からやっと現地に即した防除プログラムがみえて

きた。 

デング熱媒介蚊研究グループによる常温揮発性ピレスロイドのフィールド試験はそれ

自身地域の媒介蚊防除に寄与している。 

呼吸器感染症グループは病院での調査結果に基づいてより有効な治療法のアドバイス

を本年度も続けている。 

寄生虫グループでは、今年度も糞便検査や健康教育を地域の 8小学校で実施した。この

機会に住民や学童、さらには教師に対して健康意識の向上を目指した啓発活動も併せて

行った。 

コレラ研究グループは、Thai Binh Province, Hai Phong Province で、環境からのコ

レラ菌、vibriophage 検出の意義についてセミナーを開いた。 

ハンタウイルス研究グループは、Haiphong 港のドブネズミのみならず、多くの港湾労

働者が感染していたことを明らかした。港湾地区の齧歯類対策、港湾労働者の労働環境

改善に貴重な示唆を与えた。 

副作用に問題を持つ乳呑みマウス脳乳剤由来ワクチンにかわる、安全なヒト用組織培養

狂犬病ワクチンの安定的な生産技術が確立されれば、国内で発症する狂犬病患者とその

犠牲者の減少に役立つことが期待出来る。 

 

その他の研究活動も感染症の制圧が目標であり地域の社会貢献に直結している。特に流

行の伝播が国境を越えてグローバル化しつつある現在、この課題研究は日本に対する安

全・安心にも繋がっている。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

蚊媒介性感染症 

マラリア：簡易調査キットの開発が未了である。原虫，媒介蚊、人類生態各グループが

得た空間情報のすり合わせと解析はまだまだ不十分である。GIS 的アプローチをもっと
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進めなければならない。 

日脳：新規ウイルス検索の範囲をより拡大する必要がある。 

デング熱：生態の異なる２種の媒介蚊 Aedes aegypti と Ae. albopictus の侵淫実態を、

環境要因、特に温度と住民の生活様式との関係に留意しながら縦断的に調査する必要が

ある。また媒介蚊の殺虫剤抵抗性についての情報も未だ乏しい。 

呼吸器感染症 

Nha Trang フィールドの地理情報システム（GIS）の確立を進め、先の呼吸器感染症情

報を含む同地域の小児重症感染症の発生状況を空間的側面から解析可能なシステムを

構築すること。 

長崎においては、Nha Trang 地域における小児呼吸器感染病原体を対象に、Multiplex PCR

を用いた病原体診断検査方法を確立させ、同検査技術を NIHE へ移転させる。 

上記 MultiplexPCR を用いて、Kanh Hoa 県総合病院における小児呼吸器感染症の病原体診断

を行い、同病院における小児呼吸器感染症のモニタリングシステムを確立させる。 

腸管感染症 

腸管寄生虫： 

本研究は今後 2 年継続する予定であり、平成 17 年度当初の計画に従って今後も計画を

実行してゆく。対象者をどれだけ捕捉し続けられるかが課題である。 

エンテロウイルス：感染症のサーベイランスおよび実験室診断体制が確立されていない。

この弱点を補うために血清疫学解析を本格的に導入しなければならない。 

コレラ：目標達成のために研究グループの拡大が必要。 

人獣共通感染症 

狂犬病： 

ウイルスの基本的性状の解析や精製技術とする手技は安定化してきたが、より大量のウ

イルスを得るための改良を中心に検討を進めていく必要がある。①精製ワクチン中に含

まれる G蛋白含量測定のためのCapture ELISAの構築 ②ウイルス中和抗体測定のため

の ELISA 系の構築 ③Vero 細胞に馴化した Vnukovo 32 ウイルスの遺伝子配列の確認、

が緊急に進める必要のある課題であり、今後の協力・支援項目となると考える。 

ハンタウイルス： 

ベトナムにおけるハンタウイルスの性状を正確に解析するためには、分離ウイルスの解

析が不可欠である。未だ成功していないウイルス分離を更に継続する。NIHE 整備中の

P3 クラスの安全実験室を使用してウイルス分離実験を行うことにより、ウイルスの不

活化を起こさずにウイルスが分離されることが期待される。そのために分離技術や設備

に準備も今後の課題である。また、これまで、疫学的研究が比較的限られていた南部ベ

トナムについても PIHCMC との連携で拡大して行きたい。 

SARS/ニパ：ＳＡＲＳについては特記すべき問題はない。ニパウイルスについては今年

度捕獲したコウモリの抗体検査を、長崎とハノイで急ぎ完了しなければならない。 
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鳥インフルエンザ：鳥インフルエンザについても同様に、H18 年度にベトナム北部より

採取した野鳥と家禽の解析を急ぎ完了しなければならない。 

 

各研究グループに共通する課題として指摘しておきたいのは，ベトナム国内における研

究諸費（調査のための車借り上げや調査補助者の日当などを含む）の，ここ２・３年の

激しい高騰である。これが今後研究活動を深刻に圧迫することが強く懸念される。 

 

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  20 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 7 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 3 本 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 
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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）

ベトナム

（VAST）
   合計 

実施計画 19/277    19/277 日本 
（JSPS） 実績 

 
25/298    25/298 

実施計画 22/490    22/490 ベトナム 
（VAST） 実績 22/434 

 

   22/434 

実施計画       
実績   

 

   

実施計画       

実績    

 

  

実施計画       
実績     

 

 

実施計画 22/490 19/277    41/767 合計 

実績 22/434 25/298    47/732 

 

※ 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 

   0／0 （人／人日）    0／0  （人／人日） 

 


