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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．採用期間 

平成 21年 4月 1日～平成 26年 3月 31日 

（4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，小児発達精神医学並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，並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
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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並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．平成２４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，富山大学側のコーディネーターである西条教授

がベトナム軍医大学を訪問して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。今年度からは，平成 23 年度中間評価結果を踏まえ，「脳科学」と「疫学」

両分野ネットワーク形成を目的とした合同シンポジウムの開催（H25予定）に向けて準備を

開始する。 

 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，調査地域をダナン市だけでなく，ビエンホア市にも拡大し，調査研究実施体制

を新たに構築する。また，両市で，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，ダナン市の研究成果を同市の医療スタッフにフィードバックするだけでなく，同じ

ダイオキシン環境問題を抱えるビエンホア市にも研究結果を紹介し，よりよい研究が実施

できるようにする。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，より多くの対象者に行うことによ

って，地域病院の医師，看護師などの医療スタッフが，より多くの住民の健康水準の向上

に関与する仕組みを作ることを目的とする。 

 

「学術的観点」 

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 

 富山大学におい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・解析し，社会的認知機能におけるこれら領域の役

割を明らかにする研究を継続して行う。また，ベトナム軍医大学生理学研究室において大

学院生及び若手研究者が訪問して同様にニューロン活動及び行動実験を行い，両拠点大学

の若手研究者育成を推進する。 

トーマス教授（ブラジリア大）と富山大学との共同研究では，上丘破壊サル及び偽手術

サルを用いて，統合失調症や自閉症で障害されるプレパルス抑制の障害を解析する研究を

開始する。また，社会行動を行っているサルの前頭前野ニューロンを記録・解析し，社会

行動における前頭前野の役割を明らかにする。本学にブラジリア大学から若手研究者が助
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教/外国人客員研究員等として中・長期滞在し，共同実験を遂行する。 

2.情動発達障害モデル動物（マウス，ラット）を用いた大脳辺縁系における神経・物質的

基盤の解析 

1）富山大学において昨年度に統合失調症や自閉症様の脳発達障害が明らかになった

PDGFR-β遺伝子ノックアウト（KO）マウスを用い，同期性刺激誘発性ガンマオシレーショ

ンの障害を引き起こすパルブアルブミン陽性ニューロンの障害に対する新規薬剤の効果を

解析する。 

2）富山大学，金沢医科大学及びベトナム軍医大学が共同して，妊娠した母獣にダイオキシ

ン（TCDD）を暴露し，仔ラットの大脳辺縁系において社会行動や精神疾患と関連したカル

モジュリン依存性プロテインキナーゼ II （CaMKII）及びパルブアルブミン陽性[γ-アミノ酪

酸（GABA）作動性]ニューロンの障害の解析を開始する。CaMKII は金沢医科大学とベトナ

ム軍医大学側が，パルブアルブミン陽性ニューロンは，富山大学とベトナム軍医大学側が

主に担当する。 

3. ヒトを用いた研究 

1) 富山大学の研究者が中心となり，日本において健常者，統合失調症の前駆状態及び顕在

発症した統合失調症患者の脳の磁気共鳴画像（MRI）を多数収集し，最新の脳画像解析手法

を用いて，臨床的見地から健常者及び顕在発症した統合失調症患者と比較・検討すること

により，統合失調症の発症に関わる脳内機序をさらに明らかにする， 

2）富山大学の研究者が中心となり，日本において健常乳児を用い早期から思春期以後まで

の脳を MRI により撮像し，扁桃体及び海馬体の形態学的発達曲線を，性差や半球差を考慮

にいれて検討する。ヒトの扁桃体や海馬は，情動や記憶に関連するとともに，その発達障

害が自閉症や統合失調症の発症に関与することが示唆されており，神経メカニズムを理解

する上で重要である。 

 

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若手研究者育成 

今年度は，従来の軽度汚染地域（サンチャー地区）と新たな高度汚染地域（ビエンホア

市元米軍基地周辺地区）を主な対象地域とし，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，従来の対象地域については 3 歳児を，新たな対象地域については 4 ヶ月児を対

象としたダイオキシンの脳神経発達への影響についての疫学調査を実施し，対象地域を拡

大してのモニタリングシステムの整備と，より高度な分析技術を有する両国若手研究者の

育成を推進する。 

1）暴露指標も母乳だけでなく，臍帯を用いて，胎児の暴露量を直接評価し，それと出生児

の脳神経発達との関係を研究する。さらに臍帯血中の性ホルモンや脳由来神経栄養因子

(BDNF)なども測定することにより，胎児へのダイオキシンによる影響のメカニズムについ

ても明らかにするため（測定自体は来年度に行う予定），現地市立病院産婦人科の協力の下

に臍帯及び臍帯血を採取する。臍帯については，分析を数多く行っている検査機関からの
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情報提供を依頼し，前処理方法などを検討する。 

2）サンチャー地区の出生児に対しては，生後 3歳時に，コミューン健康保健センターにて

身体計測とベーリー脳発達尺度(BSID-III)，自閉症スペクトラム調査尺度(ASRS)による評

価を行い，乳児期に認められたダイオキシンの影響が継続／増悪，あるいは軽快している

か否かについて成長・神経発達を調査する。また，尿を採取後，冷凍して日本に輸送し，

メタボローム解析（来年度施行）の試料とする。 

3）ビエンホア市元米軍基地周辺地区については，コミューン健康保健センター保健師によ

り，妊娠中の女性に調査参加者を募ってもらい，母親の所見や出産時の児の身体測定，臍

帯並びに臍帯血の採取，出産後 1 ヶ月時の母乳採取，及び 4 ヶ月時の発達障害のスクリー

ニング調査を今後継続して行う。 

4）特に新たな対象地域について，金沢医科大学が現地において，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とともに，新たに母乳中ダイオキシン様 PCB

や臍帯中ダイオキシン類などの分析にも取り組む。 

 

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 

今年度は，生後 3 歳までの全てのデータを用い，脳神経発達結果により，日本側および

ベトナム側研究者が共同で発達障害を判定し，前年の高度汚染地域（ダナン市テンケー地

区）のデータと比較し，発達障害や自閉症発症とダイオキシン汚染との関連を，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，ベーリー脳発達尺度(BSID-III)と自閉症スペクトラム調査尺度

(ASRS)による評価を行う。また，食事内容や食行動についても問診する。 

2) 母子の出生時，生後 1 ヶ月，4 ヶ月，1 歳，及び 3 歳時の身体測定値，ベーリー脳発達

尺度の点数，母親の職業や学歴，並びに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。 

4)尿中アミノ酸などのメタボローム解析により，脳発達障害に特徴的な代謝物の有無を検

索するための準備を行う（測定は来年度予定）。 

5)臍帯血中の性ホルモン（エストラジオール，テストステロン）及び脳発達の指標となる

脳由来神経栄養因子(BDNF)の測定方法を検討する（測定は来年度予定）。 

 

「若手研究者養成」 

1. 今年度も，大学院生，若手研究者並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ダナン市，ビエンホア市，ハノイ市で行う。

これにより，現地ベトナム医療関係者が新しい医学的知識に触れる機会を提供する。 

3. ダイオキシンの分析方法について分析対象を PCBに拡大し，また，胎児の暴露指標とな

る臍帯の分析などの新しい方法にも日本の先進分析機関の指導のもとに取り組み，現地ベ
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トナム人若手研究者がより高度な分析技術を習得する機会を提供する。 

4.ベトナム人若手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。 

5. 大学院生及び若手研究者をベトナム軍医大学に派遣し，セミナーでこれまで得られたデ

ータを発表させる機会を与えるとともに，研究者として自立できるよう支援する。 

 

 

７．平成２４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ください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 ベトナム軍医大学側のコーディネーターであるトラン教授が平成 24年 12月に来日して，

共同研究を行うとともに，富山大学学長に本事業に対する協力を要請した。また，富山大

学側のコーディネーターである西条教授が同年 12月にダナン市コンミューンセンターを訪

問して今後の協力を要請するとともに，フエ市フエ医科大学にて開催されたベトナム生理

学会において，トラン教授とともにアジアコア関連のシンポジウムを開催した。その後，

ベトナム軍医大学関係者と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

ョンした結果，「脳科学」と「疫学」両分野ネットワーク形成を目的とした合同シンポジウ

ムを平成 25年 12月にベトナム軍医大学にて開催することとなった。 

 ベトナムにおける疫学的研究では，平成 24年 9月にビエンホア市で，11月にダナン市で，

また，12 月にハノイ市（ベトナム軍医大学）の計 3 か所においてセミナーを開催すること

により，ベトナム厚生省，ドンナイ県厚生省，病院の病院長，副病院長，産婦人科医師，

ダナン市予防医学科医師，ビエンホア市健康センター医師及び 277 ヶ所（ビエンホア市 10

ヶ所，ダナン市テンケー地区 10ヶ所，サンチャー地区 7ヶ所）のコミューン保健センター

医師，看護師とベトナム軍医大学医師及び日本側研究者からなる研究協力体制の継続及び

強化がなされた（配置換えによるメンバーの移動確認を含む）。テンケー地区に続きサンチ

ャー地区でも，当初の研究計画で 23 年度最終調査としていた 3歳児調査を，今年度も引き

続き追跡調査することをベトナム側が同意した。また，来年度に予定されている発達異常

の認められる児に対する介入研究の予備知識を提供するために，発達障害の中でも，自閉

症スペクトラム疾患と発達協調運動障害の疾患概念やスクリーニング方法，及び標準的な

生活指導について日本側研究者が講演した。テンケー地区では来年度の 5 歳児調査の実施

に向けて準備を進め，人事異動によるメンバーが変わった場合にはこれまでの経緯を申し

送りすることがあわせて確認された。 

 一方，発達異常のコントロール調査の必要性が認められることから，ベトナム軍医大学

病院内に新たに基礎・臨床医師らによる研究チーム【ハノイ新生児コホート】を立ち上げ

ることでベトナム側と同意した。 
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７－２ 学術面の成果 

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 

 富山大学におい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・解析した。本年度は，特に扁桃体に線維投射して

いるサルの視床枕ニューロンの応答を解析した結果，顔画像の低空間周波数成分に相当す

る顔様パターンに非常に短潜時に応答し，同領域が bottom-up 性の顔検出に関わっている

ことが明らかになった。また，前頭前野 (内側前頭皮質)からニューロン活動を記録してい

るサルに他サルの行動を模倣させてニューロン応答を解析した。その結果，内側前頭皮質

には，自己と他者の行動を識別するニューロンが存在することが明らかになった。 

トーマス教授（ブラジリア大）と富山大学との共同研究では，富山大学側の研究者がブ

ラジリア大学を訪問（他経費）し，サルの手術（上丘破壊及び偽手術）を行なった。今後，

同サルを用いて，統合失調症や自閉症で障害されるプレパルス抑制の障害を解析する研究

を開始する予定である。 

2.情動発達障害モデル動物（マウス，ラット）を用いた大脳辺縁系における神経・物質的

基盤の解析 

1）平成 23 年度に統合失調症や自閉症様の脳発達障害が明らかになった PDGFR-β遺伝子ノ

ックアウト（KO）マウスを用い，神経栄養因子様作用を有する新規合成化合物 T-817 の同

マウスにおける刺激同期性ガンマオシレーションの障害に対する作用を解析した。その結

果，T-817 は，同マウスにおける刺激同期性ガンマオシレーションの障害を改善することが

明らかになった。 

2）金沢医科大学グループとの共同研究では，疫学調査で観察されたダイオキシン汚染地域

の小児の社会行動の変化を動物モデルを用いて検証することを目的として，ベトナム人研

究者とともに実験を実施した。その結果，胎生期ダイオキシン(TCDD)投与により，特にオ

スラットにおいて社会行動が障害されるとともに，オス並びにメスラットともに注意欠

陥・多動性障害(ADHD)様の活動量の亢進を呈することが明らかになった。さらに，大脳辺

縁系において社会行動や精神疾患と関連することが報告されているカルモジュリン依存性

プロテインキナーゼ II アルファー （CaMKIIα）を解析した結果，オスの眼窩皮質や扁桃

体の CaMKIIα活性が，コントロールに比べ有意に低いことが明らかとなった。また，パル

ブアルブミン陽性[γ-アミノ酪酸（GABA）作動性]ニューロンの組織化学的解析では，ダイ

オキシン暴露ラットの扁桃体や海馬体において，パルブアルブミン陽性ニューロン数がオ

スメス共に有意に減少しており，ダイオキシンの高次脳機能発達障害の基礎をなす刺激同

期性ガンマオシレーションの障害に，GABA 作動性抑制ニューロンの障害が関与している

ことが示唆された。 

3. ヒトを用いた研究 

1) 富山大学の研究者が中心となり，日本において精神病発症危険状態（ARMS）の患者，初
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回エピソード統合失調症（FES）患者，及び健常者の脳を MRIで撮像し，形態学的に比較・

解析した。その結果，統合失調症では，前部帯状回の灰白質減少が精神病の顕在発症に関

わること，及び顕在発症前の早期から視床下部−下垂体−副腎皮質系の過活動が生じている

ことなどが示唆された。 

2）富山大学の研究者が中心となり，日本において健常乳児から思春期以後までの脳(n=109)

を MRI により撮像し，形態学的発達を解析した。その結果，海馬体及び扁桃体は男女とも

に乳児期に急激に発達し，思春期に最大値を示した。乳児期及び思春期は，それぞれ自閉

症及び統合失調症の発症年齢であり，これら疾患と脳発達との関連性が示唆された。 

 

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若手研究者育成 

今年度は，従来の軽度汚染地域（サンチャー地区）と新たな高度汚染地域（ビエンホア

市元米軍基地周辺地区）を主な対象地域とした。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，サンチャー地区については 3 歳児を対象としてダイオキシンの脳神経発達へ

の影響について疫学調査を実施した。新たな対象地域(ビエンホア市)については，ダナン市

調査の経験を基に，ドンナイ厚生部医師，ドンナイ県立病院病院長，産婦人科医師，ビエ

ンホア市保健センター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研究

チームを組織し，元米軍基地周辺地区に居住し，かつドンナイ県立病院で出産した母子 230

組から調査参加の同意を得ることができた。このビエンホア市の対象者については，直接

的なダイオキシンの暴露評価を試みるため，臍帯も出産時に試料として採取し，母乳は生

後 1 か月時に各家庭を訪問して採取した。以上により，より高度な分析技術を用いる研究

デザインが可能になることから，両国の若手研究者の育成を，さらに推進するものとなっ

ている。また，ダナン市調査の際にはダイオキシン類（ダイオキシン及びフラン類）のみ

の測定であったが，ビエンホア市の検体では，ダイオキシン様 PCB(dl-PCB)を同時に測定

し，全毒性等価指数による毒性評価ができるように，分析内容も改善した。 

1）ビエンホア市元米軍基地周辺地区では，胎児の暴露量と出生児の脳神経発達との関係を

研究するため，母乳だけでなく，臍帯を採取し，冷凍保存した。分析方法については，文

献検索及び長年臍帯の分析を行っている福岡県衛生研究所職員から提供された情報を基に，

効率のよい前処理方法を検討中である。なお，母乳についても dl-PCBも含めてダイオキシ

ン類を測定する予定であり，コミューン健康保健センター保健師の協力により，出産後 1

ヶ月時の母乳採取が完了し，現在，同母乳の分析を開始した。 

2) さらに臍帯血中の性ホルモンや脳由来神経栄養因子(BDNF)なども測定するため，現地

市立病院産婦人科の協力の下に，対象者の臍帯血血清を採取，凍結保存した。 

 

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 

 1）ベトナム現地において，ベトナム軍医大学側研究者と共同でサンチャー地区の 3歳児

追跡調査を実施し，その採取試料を，金沢医科大学において日本人側及びベトナム側研究
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者が共同で詳細に分析中である。一方，昨年採取したテンケー地区 122 名の 3 歳児につい

ては，データ解析を進め，出生時，4 か月，1 歳時の身体計測値や発達検査結果と合わせ，

母乳中ダイオキシン濃度（総 TEQ）の高い群と低い群に対象者を 2 群に分類して，混合モ

デルを用いた統計解析により経年的に比較した。その結果，高濃度群の認知や運動機能の 3

年間の発達が低濃度群に比べ有意に低下しており，4ヶ月時の脳神経発達の尺度も低いこと

が明らかになった。これらのことから，ダイオキシン暴露が出生児の身体的成長や脳神経

発達に幼児期に至るまで影響を及ぼしており，特に男子で顕著であることが判明した。さ

らに，自閉症スペクトラム評価尺度(ASRS)による調査の結果，一般に毒性が低いと言われ

ている 8 塩化フランの暴露量が高い群において ASRS 得点が，特に女児で高いことが明ら

かになった。このことから女児では，男児とは異なった障害発症メカニズムにより，すな

わちアリール炭化水素受容体(AhR)を介しないメカニズムにより発達障害が起こる可能性

が示唆された。 

2) また，尿中アミノ酸などのメタボローム解析により，脳発達障害に特徴的な代謝物の

有無を検索するため，健診の際に児の随時尿を採取し，冷凍保存した。 

3) 臍帯血中の性ホルモンや脳由来神経栄養因子(BDNF)なども測定するため，現地の市立

病院産婦人科の協力の下に，対象者の臍帯血血清を採取し，凍結保存した。これらの測定

方法を検討したところ，市販のキットを用いた ELIZA 法で測定可能と考えられた。 

 

７－３ 若手研究者育成 

1. 今年度も，大学院生，若手研究者並びに一般市民を対象に富山において市民公開講演会

『障害とその代償性潜在能力の生命融合科学的研究：神経機能回復の新地平』を開催した。

これにより，脳に障害が起きても脳機能が可塑的に回復すること，また同時に代償性に他

の脳機能が促進することなどについて，若手研究者及び一般市民を啓蒙した。 

2. ベトナムにおいても，ダイオキシン汚染地及びベトナム軍医大学にてベトナム軍医大学

研究者及び大学院生，病院の若手医師及び看護師を集め，日本側研究者との研究セミナー

を開催し，疫学調査の重要性やダイオキシンの健康影響に対する理解を深めた。その結果，

ハノイ市（非汚染地域）における疫学調査を軍医大学付属病院の協力のもとに行なうこと

が，提案され，来年度に調査を立案することとなった。さらに，ベトナム人大学院生及び

若手研究者にベトナムにおける汚染地域住民を対象とした疫学調査を経験させ，精密な計

測やデータ収集の技術を学ぶ機会を設けた。 

3. ダイオキシンの分析方法について分析対象を PCBに拡大し，また，胎児の暴露指標とな

る臍帯の分析などの新しい方法にも日本の先進分析機関の指導のもとに取り組み，現地ベ

トナム人若手研究者がより高度な分析技術を習得する機会を提供した。また，ダイオキシ

ンの分析方法について，ベトナム人研究者自身が改良を試み，試行錯誤した結果，分析方

法のより本質的な理解につながり，最も効率的で確実な分析方法を確立することができた。

また，dl-PCBの測定も可能となり，国際的なレベルの測定が可能となった。 

4. 脳発達の神経・物質的基盤研究では，今年度は，のべ 5 人/1055 人日の若手ベトナム人

研究者が本事業経費を活用して富山大学に長期滞在し，日本人研究者の指導によりサル，
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ラット，及びマウスを用いた神経生理学的並びに行動学的実験，並びにヒトの脳に関する

非侵襲的研究を行った。脳発達の臨床的・疫学的研究では，今年度は，のべ 3 人/328 人日

の若手ベトナム人研究者が本事業経費を活用して金沢医科大学に長期滞在した。これらベ

トナム人研究者には，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）に出席させた。また，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ため，大学院セミナー並びに

他研究機関（生理学研究所）との合同セミナーを開催し，日本人も含めて大学院生及び若

手研究者に自身の研究データを発表させ，合同ディスカッションを行なった。 

5. 日本人大学院生及び若手研究者をベトナム軍医大学に派遣し，セミナーでこれまで得ら

れたデータを発表させる機会を与えた。また，ベトナム軍医大学生理学研究室において，

訪問した日本人大学院生及び若手研究者がニューロン活動及び行動実験を行い，両拠点大

学の若手研究者育成に貢献した。 

6.金沢医科大学のベトナム人大学院生は今年度に帰国したが，ベトナム軍医大学講師に就

任し，日本滞在中に習得した技術を活かし，現在ダイオキシン測定機器の立ち上げを行な

っている。また，富山大学において今年度に卒業したベトナム人大学院生は，ベトナム軍

医大学において立ち上げたニューロンサイエンスラボの講師に就任した。さらに，富山大

学におけるベトナム人大学院生の論文が Eur. J. Neurosci.誌において優秀論文として評価

された。 

 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

 日本においては，平成 24 年 12 月に脳障害の回復に焦点を当てたセミナー「障害とその

代償性潜在能力の生命融合科学的研究：神経機能回復の新地平」を公開市民講座として開

催した。本講演会において様々な脳機能のリハビリテーションの専門家から，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も応用できる可能性が示唆さ

れた。さらに，発達障害児では，言語障害，認知機能障害，運動機能障害，及びコミュニ

ケーション障害など本講演で行なわれた様々な障害を合わせもつことが多く，今回の講演

が障害児のリハビリテーションに参考になったとの声が会場から寄せられた。 

 ベトナムにおいては，疫学調査対象地域であるダナン市及びビエンホア市の元米軍基地

及びその周辺地域のダイオキシン汚染が社会問題となっているが，近隣の一般住民の意識

がまだ低く，未だに汚染地で捕れた魚等を摂取している姿も見受けられた。本年度もダイ

オキシンの健康影響と，その対策についての科学的な調査結果を現地医療関係者と行政関

係者に呈示し，現地における医療行政に更なる改善を要請した。特に，ベトナム人医師に

よる検査及び結果説明がベトナム語でなされ，地域の医療事情に相応しい対策をより具体

的に討論する場を提供できたことが大きな社会貢献と考えられる。 

 さらに，今年度は，本事業の内容について，ベトナム国内ではベトナム生理学会におけ

るシンポジウム，また国際的には，ベトナム側と共同で，国際学会「Dioxin2012」（オース

トラリア・ケアンズ）におけるベトナムセッションで成果を発表した。以上により，これ

まで評価されてこなかったベトナムにおけるダイオキシンの健康影響を，ベトナム国内の
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一般研究者並びに世界に発信する機会を増やすことができたことも社会貢献の一つと思わ

れる。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 当初の目標であり，かつ中間評価でも指摘された脳科学と疫学の融合的研究成果につい

て以下に記載したい。 

今年度までの疫学的調査により，ダイオキシン暴露児は自閉症様の発達障害を示すこと

が明らかになりつつある。これを脳科学的に検証するため，富山大学-金沢医科大学-ベトナ

ム軍医大学関係者によるダイオキシンを暴露したラットを用いた共同の動物研究により， 

1）形態学的脳発達及び神経学的発達の遅延，2）情動学習の障害，及び 3）社会行動の障害

などが明らかになってきた。今年度は，ダイオキシンを暴露したラットでは，大脳辺縁系

におけるカルモジュリン依存性プロテインキナーゼ II（CaMKII）に異常が認められること，

また，自閉症や統合失調症で障害されているパルブアルブミン陽性[γ-アミノ酪酸（GABA）

作動性]ニューロン数が減少していることなどが明らかになった。一方，神経科学的には，

これら大脳辺縁系および皮質下領域(膝状体外視覚系の視床枕)には顔に応答するニューロ

ンが存在し，特にその一部の領域(上丘)の破壊により社会行動が障害されることも明らかに

なった。さらに，新規合成化合物(T-817)が，パルブアルブミン陽性ニューロンの障害によ

る刺激同期性ガンマオシレーションの障害を改善することが明らかになった。今後は，こ

の新規合成化合物が，実際にパルブアルブミン陽性ニューロン数の減少を改善させる作用

を有するのか，来年度より組織化学的に解析する予定である。また，ヒトの自閉症や統合

失調症で障害される課題（注意開放課題）を用い，動物実験でこれらの脳領域を解析して

いく予定である。 

 一方，疫学スクリーニング調査により発達障害の疑われる幼児に対して，医学・教育的

介入の必要性が現地医師より指摘され，また発達障害児への介入の方法の提供が，現地医

療従事者から今後の研究課題として要望された。このように，本事業はより臨床的な知識

及び技術提供が必要な段階となっているため，今年度から新たに福井大学医学部付属病院

の小児神経医に日本側協力研究者として参加していただいた。来年度には同小児神経医の

協力を得て現地セミナーを開催し，より実践的な医療情報を現地医療従事者へ提供したい。 

また，汚染地区ダナン市予防科医師や現地の健康センターの医師，並びに看護師の理解

を深めるとともに，将来的にベトナム厚生省や NGO の後援が得られれば，継続的な地域小

児リハビリテーションシステムの立ち上げを目指したい。同様にダイオキシン類の高い典

型的なダイオキシン暴露者が多く認められるビエンホア市では，本事業のダナン市におけ

る研究実績を生かして，新たにコホートを立ち上げて，臍帯や臍帯血の分析を含む調査を

行い，胎児期の直接的暴露の推定や神経栄養因子の測定など，胎児脳発達のより詳細な解

析を行う予定である。 
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７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数   ２３本 

 相手国参加研究者との共著 １１本 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 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 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 

（英文） Tran Hai Anh, Military Medical University, Junior 

Professor 

交流人数 

（※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 

ブラジル

（第三国） 
計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  6/55 0/0 6/55 

実績 6/81 （1/13） 6/81

（1/13） 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 5/1460 

(6/1823) 

  5/1460 

(6/1823) 

実績 9/1384 

(9/1612） 

 9/1384 

(9/1612） 

モンゴル 

（日本側

参加研究

者） 

<人／人日> 

実施計画 1/365 

(2/730) 

0/0  1/365 

(2/730) 

実績 2/366 

(2/729） 

0/0 2/366 

(2/729） 

ブラジル 

（日本側参

加研究者） 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 1/12 0/0 1/12 

合計 

<人／人日> 

実施計画 
6/1825 

(8/2553) 
6/55 0/0 

12/1880 

(8/2553) 

実績 
12/1762 

(11/2341) 
6/81 

0/0

（1/13） 

18/1843 

(12/2354) 
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② 国内での交流  5/7（2/7）人／人日 

日本側参加者数  

   72名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（ベトナム）側参加者数 

  131名 （１３－２ 相手国（ベトナム）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の研究

交流活動 

 富山大学においては，のべ 5 人/1055 人日のベトナム人研究者及び 1

人/365人日のモンゴル人研究者を受け入れ，脳発達の神経・物質的基盤

研究に関する共同研究を実施した。また金沢医科大学においては，のべ

3人/328人日のベトナム人研究者を受け入れ，脳発達の臨床的・疫学的

研究に関する共同研究を実施した。また，日本及びベトナム側のコーデ

ィネータがそれぞれ双方の相手国を訪問して，相手国側に協力を要請す

るとともに，来年度の計画並びにシンポジウム開催についてディスカッ

ションした。 

 一方，富山大学大学院生 4 人が平成 24年 7月 26 日～8月 6 日までの

期間，ベトナム軍医大学（ハノイ市）において立ち上げたサルを用いた

実験施設（生理学講座及びニューロサイエンスラボ）を訪問し，脳発達

の神経・物質的基盤研究に関する共同研究（統合失調症等のモデル動物

に対する生薬の効果）を行った。この成果の一部は，ベトナム生理学会

で発表した。また，金沢医科大学研究者 1 人が平成 24 年 9 月 8 日～16

日までの期間，ドンナイ総合病院（ビエンホア市）及びベトナム軍医大

学（ハノイ市）を訪問した。ドンナイ総合病院では，ダイオキシン高濃

度汚染地域に居住する母親から出生した児を追跡調査し，その成長・発

達について，ベーリー乳幼児発達尺度を用いて評価し，ダイオキシンの

暴露指標である母乳中，臍帯及び臍帯血中ダイオキシン濃度との関連を

検討する為，ドンナイ総合病院医師，助産師を対象とした調査手法に関

するトレーニングを実施した。またベトナム軍医大学では，ベトナム側

コーディネーター・トラン教授らと今後の研究計画について協議した。

さらに，平成 24年 11月 15 日～12月 8 日までの期間ベトナム汚染地テ

ンケー地区，サンチャー地区（ダナン市）及びベトナム軍医大学（ハノ

イ市）を訪問した。ベトナム汚染地テンケー地区，サンチャー地区では，

ベトナム関係者らとともに 3歳児を対象としたダイオキシンの脳神経発

達，自閉症傾向への影響についての疫学調査を実施するとともに，母乳

中ダイオキシン分析技術の向上に取り組んだ。また，3 歳までのデータ

を用いて，詳細なデータ解析を行った。これらの成果をベトナム側と共

同で企画した国際学会「Dioxin2012」（オーストラリア，ケアンズ）に

おけるシンポジウムで発表した。 
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２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

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 

 大脳辺縁系の機能解析に関する研究を行った。視床枕は上丘や網膜か

ら視覚入力受け，扁桃体に投射している。これら上丘-視床枕-扁桃体は

膝状体外視覚系と呼ばれ，生後早期（新生児）には顔認知に重要な役割

を果たしていることが示唆されている。今年度は，サルを用いて視床枕

ニューロンの顔画像を含む様々な視覚刺激に対する応答性を詳細に解

析した。その結果，顔画像の低空間周波数成分に相当する顔様パターン

（シャモジに目および口に相当する黒丸を 3つ付けた図形）に対する応

答が約 50ミリ秒と最も短潜時であった。さらに 49種類の視覚刺激によ

る視床枕ニューロンの応答性を多次元尺度(MDS)法で解析したところ，

刺激呈示後の最初の 50 ミリ秒間において顔様パターンが識別され，次

の 50 ミリ秒間では，視覚刺激をより詳細に識別されることが明らかに

なった。以上の結果は，上丘-視床枕-扁桃体からなる膝状体外視覚系が，

bottom-up 性の粗いが素早い顔認知に関与していることを示唆してい

る。また，現在，同様の刺激を用いてサル上丘ニューロンの応答を解析

しており，応答潜時が全体により早くなるが，ほぼ同様の結果が得られ

つつある。 

2. 情動発達障害のモデル動物を用いた機能障害の神経・物質的基盤の

解析 

 遺伝子ノックアウト動物を用いた研究では，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 マウスを用い，新規合成化

合物である T-817 の作用を解析した。その結果，T-817 は同マウスにお

ける刺激同期性ガンンマオシレーションの障害を改善させることが明

らかになった。また，胎生期ダイオキシン投与により，特にオスラット

において社会行動が障害されるとともに，オス並びにメスラットともに

注意欠陥・多動性障害(ADHD)様の活動量の増大を呈したが，このメカ

ニズムとして，大脳辺縁系の CaMKIIα及びパルブアルブミン陽性ニュ

ーロンの障害が示唆された。 

3. ヒトを用いた研究 

 ヒトを用いた研究では，扁桃体機能と関連するアイコンタクトに対す

る行動学的研究を行った。本研究では，被験者にアイコンタクトのある

顔写真あるいは目の無い顔写真を呈示し，次いで右あるいは左向きの視

線を有する顔写真を呈示して，視線方向に対する反応潜時を解析した。

顔写真には，怒り，中性，及び幸福のいずれかの表情写真を用いた。ま

た，被験者の自閉症スペクトラム指数（AQ）を質問紙にて解析した。

その結果，1）アイコンタクトが他者の視線の変化に対する反応性を高

める，2）表情により，反応潜時が影響されるが，AQ 値が高い被験者で
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は表情に影響されにくいことなどが明らかになった。 

 

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 

今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て疫学調査を実施した。さらに，高毒性ダイオキシ

ン，特に TCDD の特異的に高い調査地域を新たに追加した。一方，母

乳中ダイオキシン分析技術の向上を図るとともに，dl-PCB の分析を実

施し，さらに臍帯などのより低濃度の検体の分析を可能にする，より高

度な分析技術を有する研究者の養成を行った。 

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に対する協力依頼，並びに乳幼児保健

に関する保健技術教育を行った。 

2）母乳を用いた測定では，充填済みカラムを連結して用いるなど，検

体の精製過程に改良を加えた結果，測定短時間での測定が可能となり，

dl-PCB の分析もルーチンとなった。 

3）臍帯などの低濃度検体の前処理方法を文献や他機関からの情報提供

により調査し，児への直接暴露量の推定を可能にする測定技術の検討を

行った。 

 

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 

 脳神経発達調査結果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こ

とを試みた。 

1)3 歳時の発達状態を，ベーリー脳発達尺度(BSID-III)と自閉症スペク

トラム評価尺度（ASRS）による評価を，サンチャー地区でも行った。 

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

ベーリー脳発達尺度の点数，両親の職業や学歴，及び家族の経済状態な

どのデータを用いて，測定データベースを作成した。身体測定値につい

ては WHO の標準値に基づき，Z スコアに変換して，測定時年齢の影響

を除外した指標も加えた。 

3)テンケー地区のデータを用い，ベーリー脳神経発達尺度，特に運動機

能の点数が 3歳においても総TEQ高値群で低いことが明らかになった。

また，ASRS については８塩化フラン（OCDF）の高い群で有意に高く

（特異的症状が認められる），ダイオキシン暴露により，自閉症様症状

を示す小児が増加する可能性が示唆された。 

4) 混合モデルに基づいた統計法を用いて，ダイオキシン濃度と脳神経

発達との関係を経時的に検討し，総 TEQ および一日ダイオキシン摂取
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量が高値であった群では，3 年間の認知および運動機能の点数が有意に

低いことが判明した。この結果を日本疫学会にて発表した。 

5）これらベトナム側との共同研究の成果を，ダイオキシン毒性に関す

る国際学会 Dioxin2012（オーストラリア，ケアンズ）におけるセッショ

ン”Dioxins and other POPs in Vietnam”にて発表した。これにより，

ベトナムにおけるダイオキシン汚染の人体影響に関する研究成果を世

界に向けて広く発信した。 

6）これまでの小児の脳神経発達に与える影響について，ベトナム生理

学会（ベトナム，フエ）にて発表し，ベトナム国内の研究者にも広く，

研究成果を報告した。 
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８－２ 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）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「第 6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）JSPS Asian CORE Program “The 6th Workshop on the 

collaborative projects between Japan and Vietnam (This 

seminar is co-hosted by Vietnam Military Medical University 

and JSPS Asian CORE Program) “ 

開催期間 平成 24年 9月 10日 ～ 平成 24年 9月 10日（1 日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）ベトナム，ビエンホア市，ドンナイ総合病院 

（英文）Vietnam, BienHoa, Dong Nai General Hospital 

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 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文）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. 0/0 

B. 1/1 

C. 0/0 

 

ベトナム 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 16/16 

 

合計 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 1/1 

C. 16/16 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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ビエンホア市を訪問し，1）小児の脳発達

障害に関する最近の知見，並びにダナン市での調査結果，及び 2）

心理発達検査等による小児脳神経発達の評価方法などについて，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， 1）小児脳神経発達の疫学的調査方法，乳児

の身体測定方法，並びに母乳及び臍帯の採取方法，及び 2)ダイオ

キシン暴露の危険因子について説明する。これにより，現地調査実

施者に，これから新たにビエンホア市で行う調査の意義と精度の高

い調査方法について理解させるとともに，今後の研究計画について

意見を交換する。さらに，小児脳神経発達障害についての最近の知

見やこれまでのベトナムでの調査結果をベトナム現地医療関係者

に紹介することを目的とする。 

 

セミナーの成果 これまでダナン市で行ってきた，ダイオキシン暴露が乳児の身体及

び脳神経発達に与える影響についての研究成果を報告し，ダイオキ

シンの乳幼児に対する神経毒性について現地医療関係者の理解を

深めた。これにより，ビエンホア市における今回の研究の調査目的

や内容について，現地医療関係の理解を深め，研究の必要性を理解

していただいた。一方，「計画と実施日程」の説明において，新生

児のリクルート開始から２歳時検診までの予定を明らかにし，また

「実施方法」では，身体測定方法や臍帯等のサンプル収集・保存方

法について詳細に解説し，現地チームに間違いなく正確な手順で作

業していただくよう手配した。最後に，質疑応答も十分に時間をか

けて行い，各部署の事情にあった計画となるように改変し，研究を

確実に実行に移せる態勢を整えることができた。 

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

と金額 

日本側 内容              金額  0 円 

（ベトナム）

側 

内容      会議費        100,000 円 
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整理番号 S－2 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「第 7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）JSPS Asian CORE Program “The 7th Workshop on the 

collaborative projects between Japan and Vietnam (This 

seminar is co-hosted by Vietnam Military Medical University 

and JSPS Asian CORE Program) “ 

開催期間 平成 24年 11月 29日 ～ 平成 24年 11月 29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，ホテルバンブーグリーン 

（英文）Vietnam, Danang, Hotel Bamboo Green 

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 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文）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. 0/0 

B. 1/1 

C. 0/0 

 

ベトナム 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 49/49 

 

合計 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 1/1 

C. 49/49 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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，昨年度にテンケー地区

で調査したデータに基づき，3歳児の脳神経発達尺度，自閉症評価

尺度，食行動とダイオキシン暴露との関連について，現地ダナン市

の医師，看護師を対象に報告する。一方，ベトナム軍医大学の研究

者は，1）乳児期の脳神経発達とダイオキシンの量反応関係，2)食

物摂取パターンと母乳中ダイオキシン暴露との関連について報告

し，ベトナムにおけるダイオキシン研究から得られた結果を元に今

後の対策について提言する。また，最後に，金沢医科大学研究者が

今後の研究計画を説明し，今後の研究の方向性について総合討論を

行う。以上により，ベトナムダナン市の現地医療スタッフに研究の

進捗状況を報告するとともに，問題点について相互に意見を交換

し，今後の協力体制を強めることを目的とする。 

 

セミナーの成果 本セミナーには，本事業参加研究者 50 名に加え，現地参加者 2

名の合計 52名が参加した。 

調査に参加したテンケーおよびサンチャー地区の地区病院及び

コミューン健康センターの医師，看護師が本セミナーに参加し，ダ

イオキシン暴露が乳児の身体発達や脳神経発達について影響を及

ぼしていることについての理解を深めた。また，食物パターンの違

いによるダイオキシン体内暴露量の相違についても報告し，汚染源

の特定が今後の課題であることが認識された。 

また，当初予定されていた３年間の乳児発達調査期間が５年に延

長され，より多角的な発達障害のスクリーニングが行なわれること

については，現地研究者も同意し，今後もさらに研究協力を惜しま

ない旨が表明された。特に介入研究については，ダイオキシン問題

だけでなく，現地の医療水準の向上に寄与することが必須であると

のご意見もいただき，熱心な討論が行なわれた。 

 

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

と金額 

日本側 内容              金額   0円 

（ベトナム）

側 

内容      会議費        100,000 円 
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整理番号 S－3 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「第 8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）JSPS Asian CORE Program “The 8th Conference on the 

collaborative projects between Japan and Vietnam (This 

seminar is co-hosted by Vietnam Military Medical University 

and JSPS Asian CORE Program) “ 

開催期間 平成 24年 12月 5日 ～ 平成 24年 12月 5日（1 日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）ベトナム，ハノイ市，ベトナム軍医大学 講堂 

（ 英 文 ） Vietnam, Hanoi, 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 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文）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. 0/0 

B. 1/1 

C. 0/0 

 

ベトナム 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 41/41 

 

合計 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 1/1 

C. 41/41 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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ベトナム軍医大学を訪問し，1）小児の脳

神経発達障害および脳機能検査ついての最近の知見と今後の調査

計画，2）ダナン市での疫学調査結果における小児成長・脳神経発

達とダイオキシン暴露との関係について，主にベトナム軍医大学の

大学院生及び若手研究者を対象に講義する。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を把握し，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。 
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セミナーの成果 本セミナーには，本事業参加研究者 42 名に加え，現地参加者 4 名

（軍医大学産婦人科医長及び医局員 2名，軍医大学名誉教授１名）

の合計 46 名が参加した。本プロジェクト参加のベトナム側研究者

の論文がインパクトファクターの高い国際誌に掲載されたことに

より，ベトナムにおけるダイオキシン研究が，国際的な水準の研究

となり得ることが理解され，この研究をさらに進めていくことにつ

いての積極的な参加の意思表示がなされ，ベトナム軍医大学病院に

おけるハノイ新生児コホートの立ち上げが行われることとなった。

軍医大学病院での研究は，発達障害のリスクの高い未熟児や早産児

なども対象とし，新生児脳波などの新しい脳障害の早期発見検査を

取り入れたものであり，ダイオキシンの健康影響を解明するだけで

なく，ベトナムにおける医療水準の向上にもつながる研究となるこ

と予想される。 

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・

Associate Lecturer・PHAM The Tai 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額    0円 

（ベトナム）

側 

内容      会議費        100,000 円 
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整理番号 S－4 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「障害とその代償

性潜在能力の生命融合科学的研究：神経機能回復の新地平」（JSPS

アジア研究教育拠点事業，富山大学大学院研究推進事業，富山大学

大学院生命融合科学教育部共催）」 

（英文）JSPS Asian CORE Program “Multidisciplinary life 

scientific studies of brain deficits and potential ability: The new 

perspective of the neural functional recovery (This seminar is 

co-hosted by JSPS Asian CORE Program, Promotion program 

for Graduate School Research, and Graduate School of 

Innovative Life Science, University of Toyama) “ 

開催期間 平成 24年 12月 6日 ～ 平成 24年 12月 6日（1 日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）日本，富山市，富山大学五福キャンパス黒田講堂 

（英文）Japan, Toyama , University of Toyama, Gofuku Campus, 

Kuroda Hall 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）森 寿・富山大学・教授 

（英文）Hisashi Mori, University of Toyama, 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) 

（英文） 
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参加者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※カッコ内の数は，共同研究（R-1）のため既に来日していた数 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない 

 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（日本） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 29/29 

モンゴル（日本

側参加研究者） 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 1/1 

C. 0/0 

ブラジル（日本

側参加研究者） 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 1/1 

C. 0/0 

 

ベトナム 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 3/3 

C. 2（2）/2 

 

合計 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 5/5 

C. 31(2)/31 
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セミナー開催

の目的 

富山において大学院生，若手研究者，障害児教育関係者及び一般市民合わ

せて 100 名程度を対象に，市民公開講演会『障害とその代償性潜在能力の

生命融合科学的研究：神経機能回復の新地平』を開催する。近年，脳発達

障害児を含め，脳には代償性潜在能力があり，これを伸ばすことにより機

能回復が図れることが示唆されている。すなわち，脳神経機能は，様々な

障害の後でも回復する仕組みや異なる機能を発達させる代償性の仕組みを

持っている。それらの仕組みを明らかにし，神経機能回復や代償性を促進

するより効果的な方法を見出す事は，脳神経障害の新たな治療法の開発に

つながる。本セミナーでは，富山大学側の共同研究者であるブラジリア大

学トーマス教授並びに日本の若手研究者を講師に迎え，脳神経機能の代償

性や神経回路回復の機構，また脳切除，統合失調症，及び脳梗塞等に対す

るリハビリテーションの方法と効果等についてわかりやすく解説し，大学

院生，若手研究者，障害児教育関係者及び一般市民を啓蒙する。 

セミナーの成

果 

本セミナーには，本事業参加研究者 36 名に加え，一般参加者 86 名（学校

関連，医学・医療関連，地方自治体関連，民間企業等）の合計 122 名が参

加した。 

 障害児教育では，「障害の程度等に応じて特別の場で指導を行う『特殊教

育』から，障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な教

育的支援を行う『特別支援教育』への転換を図る」ことが望まれている。

しかし，これら高次脳機能障害を有する児童の教育現場では，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。本講演

会は，児童ではなく成人を対象とした高次脳機能（記憶を含む認知機能，

言語機能）及び運動機能のリハビリテーションであるが，成人の脳機能回

復過程においても乳児が脳機能を獲得していく脳内過程と同様の過程が進

行していることが示唆されており，本講演会において様々な脳機能のリハ

ビリテーションの専門家から，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も応用できる可能性が示唆された。さらに，

これら障害児では，言語障害，認知機能障害，運動機能障害，及びコミュ

ニケーション障害など本講演で行なわれた様々な障害を合わせもつことが

多く，今回の講演が障害児のリハビリテーションに参考になったとの声が

会場から寄せられた。また，参加者の中には全盲の方もおられ，自身の体

性感覚や聴覚機能による代償性機能の発達に興味を持ち，積極的に質問し

ていただいた。一方，日本の大学院生及び若手研究者に対しては，動物を

用いた先進的研究を講演していただくことにより，脳の発達研究あるいは

脳の可塑性研究の促進，並びにその研究シーズ提供が出来た。特に，トー

マス教授には，講演後に個々の大学院生の研究を視察していただき，様々

なアドバイスをいただいた。 



 28 

 

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

と金額 

日本側 内容 旅費          金額 400,000 円 

（ベトナム）

側 

内容                   0 円 
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８－３ 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> 

実施計画  1/5  1/5 

実績 1/4  1/4 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 1/60   1/60 

実績 1/15  1/15 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/60 1/5  2/65 

実績 1/15 1/4  2/19 

②  国内での交流   7/18（7/25） 人／人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣期間 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 

（日本・富山市・富山

大学） 

平成 24 年 

12月 17 日 

－12月 31日 

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し

た。 

富山大学医学薬

学研究部・教授 

西条 寿夫 

Military Medical  

University・ 

Junior Professor・Tran 

Hai Anh 

（ベトナム・ハノイ

市・ベトナム軍医大

学） 

平成 24 年 

11月 30 日 

－12月 3日 

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し

た。 

 

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 

（日本・富山市・富山

大学） 

平成 24 年 

9月 19 日 

－9月 21日 

12月 10 日 

－12月 12日 

平成 25 年 

1月 28 日 

－1月 31日 

平成 25 年 

2月 15 日 

－2月 17日 

平成 25 年 

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

協議した。 
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3月 14 日 

－3月 16日 

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 

（日本・富山市・富山

大学） 

平成 25 年 

2月 9日 

－2月 9日 

 

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

研究について協議した。 

 

金沢医科大学医

学系研究科・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 

（日本・富山市・富山

大学） 

平成 25 年 

2月 9日 

－2月 9日 

 

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

研究について協議した。 
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９．平成２４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 

          派遣先 

派遣元 
日本 

<人／人日> 

ベトナム 

<人／人日> 

ブラジル 

（第三国） 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  7/60 0/0  7/60 

実績 7/85 0/0 

（1/13） 

 7/85

（1/13） 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 6/1520 

(6/1826) 

   6/1520 

(6/1826) 

実績 10/1399 

(9/1612) 

  10/1399 

(9/1612) 

モンゴル 

（日本側参加

研究者） 

<人／人日> 

実施計画 1/365 

(2/730) 

0/0   1/365 

(2/730) 

実績 2/366 

(2/729) 

0/0  2/366 

(2/729) 

ブラジル 

（日本側参加

研究者） 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 1/12 0/0 0/0 

（1/13） 

1/12 

（1/13） 

合計 

<人／人日> 

実施計画 7/1885 

(8/2556) 

7/60 0/0  14/1945 

(8/2556) 

実績 13/1777 

(11/2341) 

7/85 0/0 

（1/13） 

 20/1862 

(12/2354) 

 

※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。） 

※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（ ）

をのぞいた人数・人日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  7／14  <人／人日> 12／25（38/61）<人／人日> 
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１０．平成２４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 7,828,640  

外国旅費 1,156,017  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 249,343  

その他経費 0  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

0  

計 9,234,000  

委託手数料 923,400  

合  計 10,157,400  

 

１１．四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 6,595,000 5/1314 

第２四半期 345,972 7/115 

第３四半期 1,078,020 12/441 

第４四半期 1,215,008 8/17 

計 9,234,000 32/1887 

 

１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２４年度使用額 

現地通貨額[現地通貨単位] 日本円換算額 

ベトナム       20 億 [VND]  8,852,980  円相当 

※交流実施期間中に，相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につい

て，現地通貨での金額，及び日本円換算額を記入してください。 


