
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 産業医科大学 
（ベトナム）拠点機関： 国立産業環境保健研究所 
（中  国）拠点機関： 遼寧省疾病予防センター 
（タ  イ）拠点機関 スリナカリンウィロット大学 
（マレーシア）拠点機関 国立マラヤ大学 
（シンガポール）拠点機関 国立シンガポール大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：   アスベスト疾患根絶のためのアジア・イニシアチブ          
                   （交流分野：保健医療）  
（英文）：   Asian initiative for the elimination of asbestos diseases       
                   （交流分野：Health and Medicine）  
 研究交流課題に係るホームページ：http:// envepi.med.uoeh-u.ac.jp/jsps/index.htm                     
 
 
３．開始年度 
平成 20 年度（ 1 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：産業医科大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：産業医科大学・学長・和田 攻 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：産業生態科学研究所・教授・高橋 謙 
 協力機関： 
 事務組織：  産業医科大学 総務部部長 （平松憲二郎） 
  産業医科大学 大学事務部産学連携・研究助成課係長（田村裕子） 
 
 
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）National Institute of Occupational and Environmental Health 

      （和文）ベトナム国立産業環境保健研究所 
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 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Director・Dinh Xuan Ngon 
 協力機関①：（英文）Ministry of Health, Vietnam Administration of  
           Preventive Medicine 
       （和文）ベトナム保健省予防医学管理局 
 協力機関②：（英文）Hanoi Medical University  
       （和文）ハノイ医科大学 
 
（２） 国 （地域）名：中国 

拠点機関：（英文）Liaoning Provincial Center for Disease Control and Prevention 
      （和文）遼寧省疾病予防センター 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）The Institute of Social Medicine and 
Health, Department of Environmental Epidemiology・Chief Doctor・Guowei Pan 
 協力機関：（英文）Wenzou Medical University 
      （和文）温州医科大学 
 
（３）国（地域）名：タイ 
拠点機関：（英文）Srinakharinwirot University 

      （和文）スリナカリンウィロット大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Medicine, Department of 
Preventive Medicine・Associate Dean & Professor of Preventive Medicine・Yothin 
Benjawumg 
 協力機関：（英・和文）（英文）Ministry of Public Health 

            （和文）公衆衛生省 
 
（４）国（地域）名：マレーシア 
拠点機関：（英文）Malaya University 

      （和文）マラヤ大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Social & Preventive 
Medicine Faculty of Medicine・Associate Professor and Head・Awang Bulgiba Awang 
Mahmud 
 協力機関：（英・和文）（英文）Ministry of Human Resources 
           （和文）人的資源省 
 
（５）国（地域）名：シンガポール 
拠点機関：（英文）National University of Singapore 

      （和文）国立シンガポール大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Epidemiology and Public 
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Health・Professor and Head・David Koh Soo Quee 
 協力機関：（英・和文）（英文）Ministry of Manpower 
           （和文）人的資源省 
 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
アジア各国は、工業化の進展度に応じてアスベスト(石綿)への依存を強めてきた。わが国

は、欧米へのキャッチアップを果たした 1970～80 年頃に石綿使用がピークアウトしたが、

大量使用は 90 年代中頃まで遷延した（06 年から全面禁止）。一方、他のアジア諸国におけ

る工業化は 90 年代から加速し、今日なお高成長が続いている。これを反映し、欧米に比べ

た石綿使用のトレンドは、まず日本が 10 年強遅れ、他のアジア諸国が日本よりさらに 10
年遅れ、未だに使用を伸ばしている国がある。一方、世界で年 10 万人の発生があるとされ

る中皮腫や肺がんなど石綿疾患の顕在化には 30－40 年を要するため、石綿疾患のトレンド

についても長期の時間差を想定した対応が求められる。わが国では石綿疾患の広がりが 05
年に社会問題化したが、過去の石綿使用トレンドに対応して将来的な石綿疾患のトレンド

が予測でき、アジア諸国が日本よりさらに約 10年遅れて日本に似た道を辿る危険性は高い。

しかしながら、個別の国についてみると、固有の工業化の進展度と石綿使用状況を有して

いるため、石綿疾患予防に対して固有の「機会の窓」がある。すなわち、まず工業化の進

展度が遅れている国では石綿使用への依存を未然に防ぐ 1 次予防が可能である。進展度が

中等度の国では、さらなる石綿使用の中止と合わせ、石綿疾患の早期発見･早期治療（２次

予防）に注力する必要がある。工業化が早期に進んだ国（日本など）では、これらに加え、

有効な治療法の開発、患者ケア、公正な補償のあり方（３次予防）にも力点をおかなくて

はならない。そこで、本計画では、アジアの石綿疾患の予防と根絶に向け、域内で異なる

工業化と石綿使用の進展度に対応した関連技術と対策の共有および技術移転を促進するた

めの学術基盤を形成することを目標とする。関連成果は最終的にアジア以外の世界各国へ

の還元も目指すためアジア・イニシアチブと称する。 
 
 
６．平成２０年度研究交流目標 

開始年に当たり、参加者全員の間で、基盤構築のための意思疎通および 3 年計画の手順

の周知・共有を年次の最終目標とする。 
初めに、コーディネーターと各拠点機関代表者との間で、既存報告および二次資料の収

集を中心に各国の国段階での石綿曝露および石綿関連疾患の現状に関する事前アセスメン

トを行う。初期的分析結果に照らし、メール連絡等を通じ、最終産物としてのマニュアル

作成準備に向けた各拠点機関の役割分担（担当テーマ）につき、全拠点機関の間で目標共

有と実行手順につき調整し、案にまとめる。同時平行して、学内体制の整備を目的に、数

次の学内班会議を開催し、石綿曝露防止関連技術および石綿関連疾患の診断臨床技術に関
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する個別研究者ごとの役割設定と目標確認を行い、案にまとめる。 
本年 10 月 1－3 日に拠点機関代表者、研究協力者、学内班員を主構成員とする国際セミ

ナー(ｱｼﾞｱ･ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ学術会合(Asia Asbestos Initiative: AAI)を本学において開催する（本企画に

既に賛同を表明している ILO および WHO の国際機関代表者も自主参加予定）。同セミナー

において事前アセスメントの結果報告を行い、上記案について全体討議を経て、全体およ

び個別目標、実行手順について全カウンターパートの個別目標と役割につき最終確定する。

合わせて不足している知見を確認し、今後の検討課題とする。全体構成員の中でテーマご

とに、サブグループをつくり、サブグループ内での役割分担、行動目標の設定を行う。 
以上の活動を通じ、初年度、石綿曝露防止関連技術および石綿関連疾患の診断臨床技術に

関して、国別および研究者別行動目標を確定し、技術移転のテーマ別のチーム構成と手順

を決定、最終産物である石綿疾患根絶に向けたアジアの取り組みに関する書籍の構成（章

立て）と担当者の決定を経て、初期作業を開始する。 
 
 

７．平成２０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下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 相手国側には各国とも拠点機関となった大学・研究所（学術）および研究協力機関とな

った行政機関（行政）があり、各代表者が日本側拠点機関において本年開催した国際セミ

ナーに参加した。自主参加した WHO/ILO の国際機関代表、国内行政機関代表（厚生労働省、

環境省、外務省）、他国参加者、日本側拠点機関の分担研究者－班員は、初顔合わせにも関

わらず、石綿疾患根絶に向けた協力関係を維持していくことを確認した。2年目の国際セミ

ナーを日本以外で実施するとのコンセンサスも醸成された。 

国際セミナーは 3 日間にわたり、各国の学術および行政代表が自国の石綿使用と石綿疾

患の現状報告を行うことで、国別およびアジア地域全体としての実態を明らかにした。国

によっては中皮腫の実態調査が今回初めて行われたり、各国事情の比較討論を通じて個別

に必要とする予防技術が認識されるなどの成果を生んだ。日本側拠点機関においては、石

綿疾患の予防技術をテーマ別に医学部と研究所が分担し、ビデオを共同制作した。 

 

７－２ 学術面の成果 

 国際セミナーでは通常形式による口頭発表や討議に加え、3 日目にはセミナー会場とシン

ガポール大学医学部を結んで遠隔テレビ会議を行った（後述）。 
最大の成果物は、「Asian Asbestos Initiative」と題する石綿疾患の予防技術に関するDVD

ビデオの制作および参加者全員への配布である。全編 58 分で 1)石綿の作業環境管理、2)肺
内石綿繊維の定量技術と解釈、3)石綿関連呼吸器疾患の診断、4)胸膜中皮腫の外科的治療法

の 4 部構成となっている。予防技術の段階としては 1)2)が 1 次予防（曝露防止）、3)が 2 次

予防（早期発見）、4)が 3 次予防（効果的治療）に分類され、初年度は第 1 巻を完成した。
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すべて英語表記と音声による解説を加え、PAL および NTSC 方式の 2 種類を用意し、各国

での研修に使用できるよう、会議終了後に郵送配布した（JSPS 出資を明記）。 
 英語論文としては「石綿関連疾患：技術共有の時期到来（JSPS 出資を明記）」および「最

近の胸膜中皮腫死亡・石綿の歴史的使用・禁止導入措置：グローバルな評価（JSPS 出資を

明記）」の 2 編（いずれも SCI 誌）、日本語論文としては「アジア・アスベスト・イニシア

チブ（AAI）第 1 回国際セミナー開催報告」1 編、他に学内ニュースおよび学会ニュース各

1 編を掲載した。 
 
７－３ 若手研究者養成 

 参加者の中で各国機関から複数の代表がある場合には若手が必ず加わる他、発表や座長

等の役割を優先的に与えた。また日本側拠点機関では国際セミナー全体を通じて大学院生、

修練医の積極的参加を促した。特に、国立シンガポール大学と結んだ遠隔テレビ会議の時

間帯は、セミナー会場および相手方会場で院生・研修生・若手研修医等の視聴を集めた。

元来、研修用ビデオの制作は若手研究者養成を意図した企画であり、石綿疾患の予防関連

技術を初学者にも習得できるよう配慮して制作している。このことをセミナー時に参加者

に周知・郵送配布に際してもそうした目的を再確認している。 

 

７－４ 社会貢献 

 本年度国際セミナーには AAI の主旨に賛同した WHO/ILO が積極参加し、それぞれマニラ

およびジュネーブから代表が派遣され、国際機関としての取り組みを紹介した。さらに WHO

の西太平洋地域事務局局長(WPRO Regional Director)およびわが国の元環境副大臣もビデ

オメッセージを寄せ、披露された。わが国行政機関からは厚生労働省、環境省、外務省が

各担当官を派遣し、石綿問題に対するわが国行政の取り組みについて報告した。各方面か

ら表明された期待に接した参加者はアスベストの国際協力の必要性と意義を再確認できた。 

AAI 第 1 回国際セミナーの様子は、会議初日（平成 20 年 10 月 1 日）に NHK のローカルニ

ュースで紹介された（ビデオ収録あり）。西日本新聞は 10 月 20 日、医療・健康欄で紙面の

半分以上を使い、「アスベスト根絶国際セミナー 日本の技術生かしアジア連携目指す」と

題する特集記事を掲載した。朝日新聞は 10 月 23 日夕刊、「窓―論説委員室から」というコ

ラムで「アジアの石綿被害」と題して本国際セミナーの成果に言及した。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

今回、研修ビデオに含めることを予定していた「中皮腫の病理診断」は、資料収集はで

きたものの収録までに至らず、完成時期に間に合わせることができなかった。ビデオ教材

が各国で役立てられるには、病理診断技術をはじめ、続巻で内容をさらに充実させてゆく

必要がある。具体的テーマとしては、JIS 規格となっている「石綿含有製品内の石綿繊維の

同定と定量技術」、「一般家庭医や産業医向けの基本的知識」、「補償と救済」などが考えら

れる。今回、途上国側参加者の間でも、予防技術は難解な書籍に基づくよりも、機材や現
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場の様子がわかるビデオに基づくほうが効果的であるとの意見が多く出された。実地研修

と効果的に組み合わせるなどの方策が考えられる。 
参加国は様々な経済発展段階にあり、特に工業化の初期段階にある国の場合、安価で有

用な工業原料としての石綿を活用したいとのインセンティブが働きやすく、石綿依存体質

からの脱却は一筋縄ではいかない事情が少なくないことがわかった。日本やシンガポール

などの先進国が自国の経験に基づいて石綿疾患の予防技術をいかに伝えたいと考えても、

途上国側では疾患が顕在化していない以上、自国の立場に置きかえて本課題を捉えるのは

困難な面がある。そこで、今後取り組むべき課題としては、1)経済発展を踏まえた石綿使用

の経緯と依存からの脱却、2)途上国において顕在化していない疾病負担の推定などが考えら

れる。さらに、石綿使用禁止を達成した直後の時期に当たるわが国で政策評価（ビフォー

アフター的視点）を行い、その評価結果を政策段階の「移転技術」と捉えるなどの戦略に

つなげたい。 
 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数    3 本 

   うち、相手国参加研究者との共著   1 本（他に著者が on behalf of AAI と

明示された論文が 1 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  2 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
 
８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

1. 国段階における石綿使用(量･用途･取扱い労働者数等)と石綿関連疾患(患者/死者数･診療

水準･中皮腫登録制度･補償制度) の現状と推移に関する調査【ｶﾝﾄﾘｰ･ｽﾃｰﾀｽ】⇒国際セ

ミナー開催前に、日本側が主導し二国間協議方式で事前アセスメントとして実施した。 
2. 国際セミナーでの 1.に関する討議を踏まえ、各国別に石綿疾患予防技術の中で注力すべ

きレベル(1･2･3 次)ニーズ評価としてまとめた[今後、研修用ビデオ続巻のテーマに含め

る予定である]。 
3. ７－５に記述した 3 つの研究テーマ「石綿含有製品内の石綿繊維の同定と定量技術」、

「一般家庭医や産業医向けの基本的知識」、「補償と救済」で、引き続き各国からデー

タ収集と解析を開始、2 年度以降の共同研究論文につなげることを計画している。 

 

８－２ セミナー 

日本側研究参加者全員の他、各国の拠点機関代表者と研究協力者、および可能な限り若

手研究者をコア参加者に、石綿疾患根絶のための国際セミナー（ｱｼﾞｱ･ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ学術会合(Asia 

Asbestos Initiative: AAI)）を日本側拠点機関(産業医科大学)において開催した。基盤全体とし
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ての交流の意思統一と目標･計画(全期間･年別)並びに各国別･研究者別の目標と役割分担を

確認した。事前の国段階アセスメントと参加者別ニーズに基づき、石綿分析･石綿疾患診断

治療の技術移転を実施するため、研修用ビデオを制作し、国際セミナーにおいて暫定版を

紹介した。視聴後に改善のための全体討議を行い、改訂版ビデオに反映させた。国際セミ

ナー参加者以外にも技術研修の機会を拡大するため、セミナー会場と国立シンガポール大

学を遠隔テレビ会議方式で結び報告・聴講・討議の範囲を拡げた。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

1～3 次予防技術のうち既存技術の体系化(進度の異なる国ｸﾞﾙｰﾌﾟ間での技術移転が最終

目標)および開発の必要な新規技術の整理を開始した。技術の進展度を考慮したｸﾞﾙｰﾌﾟ内で

の研究者交流と協力を進めた。2年目における国際セミナー開催を日本以外で実施する計画

を立案し、候補国との交渉を開始している。また、国際セミナー参加をきっかけにプラッ

トフォーム以外での個別の研究者交流も開始された。 
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９．平成２０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 

（単位：人／人日）         

       派遣先 

派遣元 
日本 

ベトナ

ム 

中国 タイ マレー

シア 

シンガ

ポール 
合計 

日本 
実施計画  3/9 3/12    6/21 

実績  2/6    2/6 

ベトナム 
実施計画 6/30      6/30 

実績 6/42     6/42 

中国 
実施計画 2/16      2/16 

実績 1/5     1/5 

タイ 
実施計画 2/14      2/14 

実績 2/11     2/11 

マレーシ

ア 

実施計画 2/14      2/14 

実績 1/5     1/5 

シンガポ

ール 

実施計画 3/16      3/16 

実績 2/12     2/12 

合計 
実施計画 15/90 3/9 3/12    21/111

実績 12/75  2/6    14/81 

 

※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 

 13／39 （人／人日）  15／50 （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 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 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）アスベスト疾患根絶のためのアジア・イニシアチブ 

（英文）Asian initiative for the elimination of asbestos diseases

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）高橋 謙・産業医科大学・教授 

（英文）Takahashi Ken・University of Occupational and Environmental 

Health,Japan・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Dinh Xuan Ngon・National Institute of occupational and Environmental 

Health・Director 

Guowei Pan・Liaoning Provincial Center for Disease Control and 

Prevention・Chief Doctor 

Yothin Benjawumg・Srinakharinwirot University・Associate Dean 

Awang Bulgiba Awang Mahmud・Malaya University・Associate Professor 

and Head 

David Koh Soo Quee・National University of Singapore・Professor and 

Head 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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 中国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  3/9 3/12 6/21 

実績  2/6 2/6 

ベ ト

ナム 

実施計画 4/12   4/21 

実績    

中国 実施計画 2/10   2/10 

実績    

タイ 実施計画 2/8   2/8 

実績     

ﾏﾚｰｼ

ｱ 

実施計画 1/5   1/5 

実績     

ｼﾝｶﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

実施計画 1/5   1/5 

実績     

合計 
実施計画 10/40 3/9 3/12 16/61 

実績   2/6 2/6 

② 国内での交流      0 人／0人日 
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２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

国際セミナー開催前に、日本側が主導し、国段階における石綿使用(量･

用途･取扱い労働者数等)と石綿関連疾患(患者/死者数･診療水準･中皮腫

登録制度･補償制度) の現状と推移に関して、また、石綿疾患予防技術の

中で、自国として共有できる、または、技術移転を受けたい項目に関し

て、メールによる問い合わせ調査を行った。結果については、成果物で

あることを明示した発表論文に反映させた。 
今後、国際セミナーでの討議結果と合わせ、各国別に石綿疾患予防技術

の中で注力すべきニーズとして、研修用ビデオの続巻のテーマに含める

計画を立案した。 
日本側参加者数  

12 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

ベトナム側参加者数 

6 名 （１３－２ ベトナム側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

2 名 （１３－３ 中国側参加研究者リストを参照） 

タイ側参加者数 

2 名 （１３－４ タイ側参加研究者リストを参照） 

マレーシア側参加者数 

3 名 （１３－５ マレーシア側参加研究者リストを参照） 

シンガポール側参加者数 

2 名 （１３－６ シンガポール側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ 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）独立行政法人日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形

成事業アジア・イニシアチブ学術会合 
（英文）JSPS AA Science Platform Program :Asia Asbestos 
Initiative 

開催時期 平成 20 年 10 月 1 日 ～ 平成 20 年 10 月 3 日（3 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・北九州・産業医科大学 
（英文）Japan・Kitakyusyu・University of Occupational and 
Environmental Health Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）高橋 謙・産業医科大学・教授 
（英文） Takahashi Ken ・ University of Occupational and 
Environmental Health Japan・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 

① アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者   12/40 （ / ）人/人日 24/115 

（ / ）

 人/人日

ベトナム側参加者     6/42   （ / ）人/人日 

中国側参加者     1/5    （ / ）人/人日 

タイ側参加者     2/11    （ / ）人/人日 

ﾏﾚｰｼｱ側参加者     1/5    （ / ）人/人日 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ側参加者     2/12    （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者           5  人 

5 人

(   ）国(地域)側参加者              人 

(   ）国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数        29 人 
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セミナー開催の目

的 
日本側研究参加者全員の他、各国の拠点機関代表者と若手研究者代表

者各 1 名をコア参加者に、石綿疾患根絶のためのｱｼﾞｱ･ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ学術会

合(Asia Asbestos Initiative: AAI)を日本側拠点機関(本学)において開催す

る。基盤全体としての交流の意思統一と目標･計画(全期間･年別)並びに

各国別･研究者別の目標と役割分担を確認する。合わせて若手研究者を

支援し、奨励するためのアドバイザリー･ボード(仮称)を立ち上げる。

事前の国段階アセスメントと参加者別ニーズに基づき、石綿分析･石綿

疾患診断治療に関する数日間の基礎技術研修セミナーを引き続き開催

する。 

セミナーの成果 海外拠点機関代表者・研究協力者が、学術と行政のそれぞれの立場で、

石綿使用および石綿疾患に関する報告を行ったことで、国別およびア

ジア地域全体としての石綿疾患に関する現状が明らかになった。日本

側拠点機関では、石綿疾患予防技術の各段階で必要となる予防技術の

ビデオを制作し（①工学的曝露防止策②石綿繊維測定法③石綿疾患画

像診断法④中皮腫病理診断法⑤石綿疾患治療法⑥石綿疾患認定の仕組

み）、最終調整を経て各国若手研究者が自主研修できるよう配布した。

各国別の石綿使用と疾患のフェーズがおよそ特定され、国ごとに優れ

た実績を有する予防技術やニーズの高い予防技術について要約できた

ため、わが国を初めとする先進国グループが途上国グループに対して、

今後供与・移転・共有すべき石綿疾患予防技術の内容と優先順位が明

らかとなった。 

 日本側拠点機関では、アジア留学生および日本人院生の参加を積極

誘導した。問題意識の共有化を図り、ひいては帰国後の本テーマへの

関心を高めるという目的であった。石綿問題がアジアを中心にグロー

バルヘルス（国際保健）上の課題であるとの認識の醸成にはつながっ

たと思われるが、個別研究者の大部分においては既に固有の研究テー

マを抱えているためコミットメントを引き出すには至らなかった。 

セミナーの運営組

織 
大会長：高橋 謙 
事務局長：寶珠山 務 
事務局：産業医科大学環境疫学教室 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容              金額 
 旅費・その他経費         3,661,527 円 
 備品・消耗品購入費他 

相手国(地域) 内容              金額 
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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                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本   計 

日本 
実施計画     

実績    

シンガポー

ル 

実施計画 1/5   1/5 

実績 0/0   0/0 

合計 
実施計画 1/5   1/5 

実績 0/0   0/0 

② 国内での交流     3 人／10 人日 

 

 

 

 

１１．平成２０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 397,170  

外国旅費 2,190,696  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 244,698  

その他経費 2,061,484  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

105,952  

計 5,000,000  

委託手数料 500,000  

合  計 5,500,000  
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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 0 0/0 

第２四半期 2,105,194 12/75 

第３四半期 2,764,873 2/6 

第４四半期 129,933 0/0 

計 5,000,000 14/81 

 
 


