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アジア研究教育拠点事業 
平成２１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： 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：環境動態解析 ）  
（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 dynamic analysis）  
 研究交流課題に係るホームページ：

http://www.sugitani.u-toyama.ac.jp/skokusai/gigyou/index.html 
 
３．採用年度 
 平成  21  年度（ 1 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・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（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）Military Medical University 

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

Associate Professor・Tran Anh Hai 
 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、とく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 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およ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 

 情動機能およ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、視床および大脳基底核）および前頭葉を中心に、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) 健常被験者およ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）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、 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およ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、ベトナム人留学生およ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、およ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

とく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、
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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

児の脳神経および身体の発達、ならびに妊婦に及ぼす影響をベトナム汚染地および富山

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 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

師および看護師を指導し、疫学的調査およ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 
    21 年度より開始。 
 
７．平成２１年度研究交流目標 
1. 脳発達の神経・物質的基盤研究 

 日本にて、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およびその関連領域（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・解析する研究をスタートする。また、種々の遺伝子ノックアウト動

物を用い、大脳辺縁系および前頭葉における神経・物質機能に関する研究をスタートする。

一方、ベトナム軍医大学では、日本人研究者の助言によりニューロサイエンス・ラボのセ

ットアップを行うとともに、日本人研究者が動物実験施設等に関しても視察を行い、実験

環境の整備に務める。ヒトを用いた研究では、まず日本において、健常人および障害患者

（統合失調症など）を用いて MRI により大脳辺縁系の体積を計測し、脳機能と比較・解析

を行う。 
2. 脳発達の臨床的・疫学的研究 

 ベトナムにおいてダイオキシン類汚染の分布と挙動の詳細を明らかにし、ダイオキシン

類の生体への影響を評価するための現地型計測システムを構築するため、モデル地区を選

定し、現地への先端計測技術の一部導入と技術者教育を行う。また、健康リスクの高い地

域について、住民の健康、特に小児の脳神経発達と妊婦への影響を指標とした健康リスク・

モニタリングを行うため、現地モデル医療機関を選定し、そのスタッフへの保健技術指導

と教育を行い、今後のネットワーク作りのリーダーを養成する。 
3. セミナー開催 
 乳児発達に関する研究を円滑に行うため、ベトナム軍医大学および地域病院の医師およ

び看護師を集め、日本側研究者との研究セミナーをベトナムにて開催する。また、小児神

経発達および MRI 計測について専門医および心理研究者によるセミナーを日本で開催する。 
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８．平成２１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、大脳辺縁系の機能を細胞および行動レベルで明

らかにする。 

 本年度は、サルを用い、乳幼児早期に活動を開始し、脳機能発達に重要な役割を果た

している大脳辺縁系（扁桃体、視床枕、上丘、海馬体）ニューロンの様々な視線方向を

有する顔画像に対する応答性を解析する。また、複数のサルを同一ケージ内に入れ、社

会行動に対する大脳辺縁系（前部帯状回）ニューロンの応答性を解析する。さらに、ラ

ット海馬体ニューロンの報酬刺激に対する応答性を解析する。一方、Tomaz 教授（ブラ

ジリア大）は、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、生後早期の

サルを用いてこれらの領域を破壊し、行動発達を解析する。 

 

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）NMDA 受容体遺伝子、神経栄養因子[血小板由来増殖因子(PDGF)]の受容

体遺伝子、および DNA メチル化機構関連遺伝子のノックアウトマウスに関して行動学的

研究を行うとともに分子遺伝学的特徴を明らかにする。 

2）ドパミン受容体遺伝子ノックアウトマウスを用いて、大脳辺縁系ニューロンの活動

を解析する。また、胎生期ストレスとして妊娠ラットに、i）反復寒冷ストレス、およ

び ii）内分泌撹乱物質（ダイオキシン等）を暴露し、仔ラットの行動異常を解析する。 

3）情動障害モデル動物(NMDA 受容体遮断物質投与による統合失調症ラット)を用いて扁

桃体の遺伝子発現を解析する。また、統合失調症モデル動物を用い、神経保護作用を有

する新規薬剤の症状改善効果について検討する。一方、Li 教授（中国復旦大）は、こ

れらモデル動物を用い、障害発症時の大脳辺縁系の神経解剖学的特性を解析する。 

4）統合失調症で発現が低下し、病態発症に深く関わっている NMDA 受容体および脳由来

神経栄養因子(BDNF) の細胞内シグナル伝達系（とくにカルシウムイオン動態との関連

性）を、初代神経細胞培養系を用いて解析する。 

 

3. ヒトを用いた研究 

 本年度は、1)統合失調症患者における扁桃体などの情動関連部位を含む脳体積と、神

経発達に関与する統合失調症の発症脆弱性候補遺伝子の多型との関連を検討すること

により、統合失調症における神経発達障害の成立機序を検討する。 

2) 健常人における表情認知に伴う脳活動の変化を、空間的および時間的に解析するこ

とにより、情動を含む社会的認知の脳内機序を明らかにする。 

3)健常児における社会的認知や他の神経心理学的機能の発達段階との関連や、自閉症ス
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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。 

4)乳児期に手術が行なわれた重症心疾患児における脳の解剖学的発達、精神運動発達お

よび情動発達について検討する。 

5)発達障害児における情動制御に関わる分子機構について、免疫学的視点から検討する。 

 

II. 脳発達の臨床的・疫学的研究 

1．生活環境モニタリング及び現地型モニタリングシステムの整備と技術者養成 

本年度は、1） ベトナム天然資源環境省の協力の下に、既存の調査データおよび散布

地域図を集約し、生活域における調査地点（定点）を決定する。 

2） 測定点の土壌、湖沼底質、そこに生息する魚類、家禽やその卵類、野菜などの食物

の分析検体の採取を行う。 

 

2．ハイリスク地域における健康リスク・モニタリングを行い、ダイオキシンの脳神経

発達への影響（妊婦および出生児を対象）を解析する。 

 本年度は、1） 環境調査の結果を下に、ハイリスク地域を選び、モデル地域（5 地区

からなる）とする。 

2） 住民が出産や一次医療を受ける地区診療所および地域病院の医師、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

行う。 

3）現地医療機関にサンプル保存用冷凍庫、妊婦、幼小児身体計測機器、血圧計、尿検

査試薬等を整備する。 

4）対象妊産婦への依頼と調査説明を行う。 

5）母乳の保存および測定データベースを作成する。 

6）検体を回収し、ベトナム軍医大学医薬学応用研究センター環境保健分野において保

存。同センターにて抽出過程（脂肪抽出）を行い、金沢医科大学に持ち帰り、精製を行

い、ダイオキシン測定用サンプルとする。 

7）測定用サンプルを高分解能 GC/MS により測定する。 

8）出生児に対して、生後６ヵ月時に診療所にて追跡調査を行い、身体計測と発達尺度

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

 

８－２ セミナー 

 まず、ベトナムにおいて乳児発達に関する研究を円滑に行うため、ベトナム軍医大学お

よび地域病院の医師および看護師を集め、日本側研究者との研究セミナーをベトナムにて

開催する。日本では、富山大学生命融合科学教育部および日本情動研究会との共催により、

「発達障害を科学する」を開催する。同セミナーでは、発達障害児に関する基礎的研究を

行っている研究者ならびに現場で実際に障害児の養育に関わっている教師等を講師に招き、
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発達障害の病因、養育上の問題等について討論する。これにより、脳発達障害に対する理

解を深めるとともに日本における問題を抽出し、将来ベトナムにおいて脳発達障害に対す

る医療対策を構築する際に参考にして頂くため、ベトナム人研究者ならびに医療関係者に

情報を提供する。また、基礎的研究については、日本神経科学会で外国人講師を招聘し、9
月に名古屋にて「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」と題する大

脳辺縁系に関するシンポジウムを開催し、研究成果を発表する。 
 
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 4 月早期にベトナム軍医大学に短期間訪問し、今後の

実施計画全体について詳細を協議する。また、ベトナムからは 9 名の研究者が日本を訪

問し研究打合せを行う。 

 

９．平成２１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> 
 5/19    5/19 

ベトナム 

<人／人日> 

3/960 

(29/1849) 
    

3/960 

(29/1849)

ブラジル 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

2/2     2/2 

中国 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

（1/122）     （1/122）

アメリカ 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

1/2     1/2 

合計 

<人／人日> 

6/964 

(30/1971) 
5/19    

11/983 

(30/1971)

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 
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９－２ 国内での交流計画 

10／12  <人／人日> 
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１０．平成２１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 Anh Hai, Military Medical University, Associate 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> 

 4/16   4/16 

ベトナム 

<人／人日> 

3/960 

(5/1825) 

   3/960 

(5/1825) 

ブラジル 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

2/2    2/2 

中国 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

 

（1/122）

    

（1/122） 

合計 

<人／人日> 

5/962 

(6/1947) 

4/16   9/978 

(6/1947) 

② 国内での交流 4 人／4人日（ ） 
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２ １ 年 度

の 研 究 交

流 活 動 計

画 及 び 期

待 さ れ る

成果 

コーディネーターの西条がベトナム軍医大学を訪問し、共同研究の詳細に

ついてベトナム側と検討する。これにより、共同研究がスムーズに進行す

ると考えられる。また、ベトナム人留学生が日本に滞在し、日本人研究者

の元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）を行う。これにより、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することができ

る。また、ベトナム側は、日本において研修した乳児脳発達検査法を用い

て、ダイオキシン汚染地であるダナン市において実際に乳児の脳発達に関

する神経発達学的データを取得し、日本において共同で解析する。これに

より、共同研究を立ち上げることができるととともに脳発達に関する基本

的なデータを得ることができる。 

日本側参加者数  

62 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ベトナム）側参加者数 

51 名 （１３－２（ベトナム）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）脳発達を科学する（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）Science of brain development (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 21 年 10 月 24 日 ～ 平成 21 年 10 月 24 日（1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、富山市、パレ・ブラン高志会館 
（英文）Japan, Toyama City, Palais Blanc Koshikaikan 

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. 4/4
B. 
C. 46/46

ベトナム 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 15/15

 

<人／人日> 

A.  
B. 
C. 

合計 
<人／人日> 

A. 4/4
B. 
C. 61/61
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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。） 
 
セミナー開催の目的  発達障害の原因究明は始まったばかりであり、発達障害児の教

育現場と脳神経科学との間にはまだまだ大きな隔たりがある。こ

れらギャップを埋めるため、脳発達障害に焦点を当て、それを

近の脳神経科学によって理解しようという立場からセミナーを開

催する。講演者に、実際の教育現場の臨床心理士および教師を招

き、脳発達障害児の養育に関して現状と問題点を指摘して頂く。

また、自身が学習障害（LD）を経験し、その経験を活かして特別

支援学校の教諭をしている方には、障害児の代償能力について講

演して頂く。一方、脳発達障害およびその神経機構を研究してい

る研究者も講師に招き、薬学、基礎医学、および臨床医学の立場

から現状と 近の脳神経科学の新たな展開について解説して頂

く。 
期待される成果 以上により、発達障害の対象をその障害とその支援だけに限るの

ではなく、発達障害者が持っている障害補償能力（あるいは代替

能力）をも対象に含めて総合的に発達障害を理解する糸口を得る

ことができる。これにより、脳発達障害の研究に方向性を与える

ことができると考えられる。また、セミナー開催により、日本に

おける問題点を抽出して、ベトナム人研究者ならびに医療関係者

に情報を提供し、将来ベトナムにおいて脳発達障害に対する医療

対策を構築する際に参考にすることができる。 
尚、同セミナーは、一般の方々にも開放するため、本事業につい

て広報することができる。 
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 

日本情動研究会 
開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 国内旅費       金額  25,600 円 
 

（ベトナム）側 内容            金額     円 

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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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）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 21 年 10 月  日 ～ 平成 21 年 10 月  日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）ベトナム、ハノイ、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) 

Tran Anh Hai, Military Medical University, Associate 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. 4/16
C. 

ベトナム 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 58/116

 

<人／人日> 

A.  
B. 
C. 

合計 
<人／人日> 

A. 
B. 4/16
C. 58/116

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軍医大学に訪問し、1）

脳発達に果たす大脳辺縁系の役割、2）心理発達検査、MRI 等に

よる小児脳神経発達の評価、3）小児脳身体発達の疫学的調査と

ダイオキシンについて講義する。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直接顔合わせ

し、意見を交換する。 

期待される成果  同セミナーに、疫学的調査に参加する一般の医師および看護

師、保健師を参加させ、趣旨を理解して頂く。また、住民が出産

や一次医療を受ける地区診療所および地域病院の医師、看護師、

保健師などの医療スタッフにも協力を依頼する。以上により、共

同研究をスムーズに進めることができるようになると考えられ

る。 
 一方、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、より現地に適した共同研究を立案できる

と考えられる。 
 さらに、同セミナーは、妊産婦管理、乳幼児保健についての保

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・Associate Professor・Tran Anh Hai

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容             金額 0 

（ベトナム）側 内容 会議費         金額 200,000 円

（  ）国（地域）側 内容             金額 
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整理番号 S－3 
セミナー名 （和文）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

（共催 JSPS アジア研究教育拠点事業） 
（英文）A role of the subcortical sensory system in emotional learning 

and behaviors (co-hosted by JSPS Asian CORE Program) 

開催時期 平成 21 年 9 月 17 日 ～ 平成 21 年 9 月 17 日（1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、名古屋、名古屋国際会議場 
（英文）Japan, Nagoya, Nagoya Congress Center 

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. 4/4
C. 

ベトナム 

<人／人日> 

A. 
B. 2/2
C. 

ブラジル 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

A.  
B. 2/2
C. 

アメリカ 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

A. 1/2
B. 
C. 

合計 
<人／人日> 

A. 1/2
B. 8/8
C. 

 
 
A.セミナー経費から負担 
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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。） 
 
セミナー開催の目的  近年、上丘-視床枕-扁桃体系が、情動記憶並びに行動発現にお

いて重要な役割を果たしていることが明らかにされつつある。本

セミナー(シンポジウム)では、1）上丘-視床枕-扁桃体系の破壊実

験および行動薬理学的研究、2）同系ニューロンの応答性を解析

した研究、および 3）扁桃体内の情報処理機構を光計測により解

析した研究についてレビューする。従来の研究では、上丘-視床枕

-扁桃体系は、感覚系の入力初期段階で高次脳機能にはあまり関与

しないと考えられていたが、同系ですでに感覚情報をある程度識

別し、情動発達と行動発現に深く関わっていること、また、同系

が自閉症などの様々な発達行動障害に関与している可能性につい

て考察する。 
期待される成果  同セミナー（シンポジウム）は、第 32 回日本神経科学会のシ

ンポジウムとして開催する。アジア研究教育拠点事業で挙げた成

果を世界の第一線で活躍している外国人研究者とともに発表し、

成果について討論することにより、同事業の研究に方向性を与え

ることができる。また、ベトナム人研究者が、同セミナーに参加

することにより、世界における研究の動向を把握することができ

る。 
 尚、同セミナーは、一般の学会員にも開放するため、本事業の

研究について広報することができる。 
セミナーの運営組織 日本神経科学会 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容  講師謝金      金額  30,000 円 
    国内旅費      金額  50,000 円 

  （会場費は、日本神経科学会が支払う） 
（ベトナム）側 内容            金額    0 円 

    

（  ）国（地域）側 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                  

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> 

 1／3  1／3 

ベトナム 

<人／人日> 

（9／9）   （9／9） 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

（9／9） 1／3  1／3 

（9／9） 

②  国内での交流      2／4 <人／人日> 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 5,755,600 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 750,000

謝金 1,294,000  

備品・消耗品購
入費 

2,800,400  

その他経費 200,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

0 大学が負担する 

計 10,800,000 
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 1,080,000
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 11,880,000  

 

 

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 2,516,000 円 4/963 

第２四半期 2,626,000 円 9/12、第 1 四半期より継続あり 

第３四半期 3,141,600 円 8/20、第 1 四半期より継続あり 

第４四半期 2,516,400 円 第 1 四半期より継続 

合計 10,800,000 円 21/995 

 


