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アジア研究教育拠点事業 
最終年度 実施報告書（平成２１～２５年度） 

（※本報告書は，前年度までの実施報告書とともに事後評価資料として使用します。） 

 
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/international/centers/index.html 
 
３．採用期間 
 平成 21年 4月 1日～平成 26年 3月 31日 

（ 5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 
（１）国名：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 
 

http://www.u-toyama.ac.jp/international/centers/index.html
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 経費負担区分：パターン 2 
 
５．研究交流目標 
５－１．平成２５年度研究交流目標 
「研究協力体制の構築」 

 今年度は，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)及びベトナム軍医大学長が来日して共同研究を行うとともに，これまでの

研究結果及び今年度の最終研究計画についてディスカッションする。また，富山大学長と

日本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，「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開催（H25 年 12 月予定）す

る。 
 一方，ベトナムにおける疫学的研究では，汚染地域（ダナン市）における乳児発達に関

する研究成果を理解し，非汚染地域における正常児の脳神経発達を研究するために，ハノ

イ市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

共同で開催し，共同研究を開始する。また，ダナン市やビエンホア市においても地域病院

の医師及び看護師を対象としたセミナーを開催し，研究成果をフィードバックすることに

より，研究実施体制を一層強化する。また，同セミナーに小児脳神経発達に詳しい専門医

が参加して疾患や障害への医学的知識を提供し，医学的介入による健康影響の軽減を試み

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具体的な技術やダイオ

キシン暴露のリスク要因に関する知識を提供することにより，住民の健康水準の向上を担

う地域病院及び保健センターの医師や看護師などの医療スタッフを支援し，より住民の協

力を得やすい環境を作る。 
 

「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 

 今年度は，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。今年度は昨年度の視床枕解析に用い

た刺激と同様の顔刺激を用いてサル上丘ニューロンの応答性を解析する。また，自閉症児

が障害される課題（注意解放課題）をラットに行わせ，上丘ニューロンの応答性を解析す

る。また，ラット上丘内に薬物(muscimol)を注入して上丘を可逆的に不活性化し，注意解

放課題における上丘不活性化の影響を解析する。以上により，自閉症発症における上丘を

含む膝状体外視覚系の役割を明らかにする。なお，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，平成 24年度に手術した上
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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。 

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）富山大学において平成 24 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，さらに新規合成化合物 T-817MA がパ

ルブアルブミン陽性ニューロンの障害，及び行動障害を改善させる効果を有するか検証す

る。 

2）ダイオキシン暴露領域では体重増加不良と摂食行動の異常が報告されているので，今年

度は摂食行動について動物実験を行う。このため，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，今年度は仔ラット

の摂食行動の障害と身体発育の変化について解析する。また，D2 受容体ノックアウトマウ

スを用いて，海馬体ニューロンの応答性を解析する。 

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，初発統

合失調症患者，及び慢性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，今年度は脳回，脳溝，灰白質，白質などについて比較検討し，

統合失調症への脆弱性，顕在発症，慢性化など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

の撮像された脳 MRI により，今年度は前頭葉，側頭葉及び脳梁等の計測を行い，これまで

測定した海馬，扁桃体も含めて脳形態の健常発達を明らかにする。自閉症や統合失調症の

発症に神経発達障害が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技術者養成を行う。 

 今年度は汚染地域について 6 ヶ月時と 5 歳児を対象としたダイオキシンの脳神経発達へ

の影響についての疫学調査実施を行うとともに，母乳だけでなく，臍帯及び臍帯血のダイ

オキシン分析技術の向上に取り組み，より高度な分析技術を有する研究者の養成を行う。

また，ハノイの非汚染地域においても乳幼児発達の研究基盤を築くため，ベトナム軍医大

学の医師による調査チームを発足させる。 

1） 住民が出産や一次医療を受ける保健センター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発達障害児の療育・保健技術教育を行う。 

2）汚染地域ビエンホア市で採取された臍帯・臍帯血（臍帯血は十分量が確保された検体の

み）が金沢医科大学に保存されており，それを用いて，ダイオキシンの分析方法を確立す

る。前処理方法が母乳とは異なるだけでなく，検体中の脂肪量が低いため，より精度の高

い測定が必要である。 

3）臍帯血血清中の脳由来神経栄養因子を市販キットを用いて ELIZA 法により測定する。 
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4）出生児に対して，生後６-７ヶ月時に，コミューン健康保健センターにて身体計測と脳

神経発達尺度(Bayley-III)による評価を行い，成長・神経発達を調査する。 

5)発達性協調運動障害のスクリーニング問診票（little DCD）のベトナム版を作成し，これ

と M-ABC-II を用いた実地検査を，ダナン市テンケー地区の同じ対象者に実施する。 

 

2．ダイオキシン暴露による発達障害発症の疫学的検討 

 脳神経発達結果により，自閉症関連疾患，多動性注意欠陥症候群，及び発達性協調運動

障害などの異なる発達障害を判定し，ダイオキシン暴露との関係を，母乳，臍帯中のダイ

オキシンを指標として検討する。 

1)ビエンホア市対象者について，6-7 ヶ月時の発達状態を，ベーリー発達尺度(Bayley-III)
と発達障害の問診表による評価を行う。また，交絡因子となる父母や生育環境に関する問

診調査を詳細に行う。 

2) ビエンホア市の母子の出生時，生後 1 ヶ月時，6 ヶ月時の身体測定値及びベーリー発達

尺度の点数，母親の職業や学歴，経済状態などのデータを用いて，臍帯中及び母乳中ダイ

オキシンと出生児の生下時及び出生後の発育との関連性を検討する。 

3) 発達障害のコントロール調査を行うため，ベトナム軍医大学産婦人科医師及び毒性学医

師との研究チームを結成し，新生児コホートをハノイで立ち上げる。特に，新生児の脳発

達の状態を，脳波などを用いて評価する方法を新たに検討し，より高度な技術をベトナム

人研究者に獲得させる。 

4) ダナン市テンケー地区においては，5 歳児健診にて，自閉症関連疾患，多動性注意欠陥

症候群，及び発達性協調運動障害などの異なる発達障害をそれぞれの尺度を用いて調査し，

それらの発症とダイオキシン暴露との関連性を検討する。 

5）5 歳児健診で得られた結果を基に，ハイリスク発達障害児を選び，保健センタースタッ

フと共に介入し，保健指導プログラムを作成，実行する。 
 
「若手研究者養成」 

1. 今年度は，大学院生，若手研究者並びに医療関係者を対象にベトナム国ハノイ市でセミ

ナーを開催し，若手研究者の啓蒙に努める。 

2. 今年度も引き続き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。今年度は，ベトナム側からの要望により，さらに福井大学子どものこころの

発達研究センターの小児神経専門医による教育講演を行い，発達障害の臨床像や治療・療

育についての最近の知見をベトナムの医療関係者に提供する。 

3.ダイオキシンの分析方法について分析対象を PCB に拡大することが可能になり，胎児の

暴露指標となる臍帯の分析（性ホルモン，BDNF など）などの新しい方法について準備す

るとともに試料を採取した（平成 24 年度）。今年度は，日本人指導者のもとに，現地ベト

ナム人若手研究者がこれらの新しい測定方法を用いて試料を解析し，より高度な分析技術
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を習得する機会を提供する。 

4. 今年度も引き続き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. 今年度も引き続き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るとともに，研究者として自立でき

るよう支援する。 

6.ベトナム人（ベトナム側参加研究者）1名が富山大学大学院博士課程を修了し，ベトナム

軍医大学講師に就任する予定（平成 25年）であり，ベトナム本国で自国の若手人材育成の

担い手としての活躍を大いに期待されている。 
 
５－２．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
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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

40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

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。 

 
目標に対する達成度とその理由 
 ■研究交流目標は十分に達成された 
 □研究交流目標は概ね達成された 
 □研究交流目標はある程度達成された 
 □研究交流目標はほとんど達成されなかった 
【理由】 
 「脳発達の神経・物質的基盤研究」では，動物とヒトを用いた研究の比較・解析により，

大脳辺縁系の主要な構成要素である膝状体外視覚系（上丘→視床枕→扁桃体），海馬体，及

び内側前頭皮質(前部帯状回を含む)が，生後の社会的認知機能を含む脳機能発達に重要で

あることが分子・遺伝子，細胞（ニューロン）及び行動レベルで明らかになった。特に動

物を用いた実験では，これらの脳領域を破壊または機能低下させると自閉症様症状が現れ

ることが明らかになった。以上に関して，多くの論文を公表できたが，特に最終年度にお

いては，研究成果の一部が PNAS 誌（別紙論文リスト 50 番:別刷添付有）に掲載されて世

界の主な報道機関にプレスリリースされ，情報を世界に発信できた。 

一方，ダイオキシンを胎生期に投与した仔ラットは，社会行動や情動学習障害などヒト

の脳発達障害様の行動異常を呈するとともに，大脳辺縁系（膝状体外視覚系を含む）に障

害を呈することが明らかになった。特に動物実験データを詳細に解析した結果，この障害

にパルブアルブミン陽性ニューロンの障害とそれによるガンマオシレーションの障害が関

与していることが示唆された。さらに，新規合成薬 T-817MA がこの障害を改善し得ること

を動物実験で明らかにした。 
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ヒトを用いた研究では，社会的認知において膝状体外視覚系（上丘→視床枕→扁桃体）

及び前頭前野がヒトでも機能し，生後の高次脳機能の発達に関わっていること，並びに社

会認知機能障害を呈する統合失調症では，これら大脳辺縁系に発達障害が存在することな

どが明らかになった。 

 「脳発達の臨床的・疫学的研究」では，ベトナム汚染地域における現地行政及び医療関

係者と合同調査チームを編成し，現地関係者に疫学調査及び小児保健について教育すると

ともに，母乳中ダイオキシンの濃度測定及び Bayley-III を用いた乳児脳神経発達評価を行

った。その結果，母乳中ダイオキシン濃度は非汚染地域に比べ 4 倍高く，母乳中ダイオキ

シン濃度が高いほど，出生児の 4ヶ月時における運動機能発達が遅れ，1歳時におけるコミ

ュニケーション能力が低くなることが明らかになった。さらに，3歳児を対象に，Bayley-III
に加え，自閉症スペクトラム調査尺度（ASRS）を用いて，社会情動発達やコミュニケーシ

ョン能力，自閉症様症状などを両親に聞き取り調査するとともに，母乳中の枯葉剤に関連

の深い TCDD 及び総ダイオキシン毒性指数 Total-TEQ との関連性を検討した。その結果，

Total-TEQ の高い男児の認知，言語，運動機能は，暴露の低い男児に比べ，有意に低かっ

たが，自閉症傾向スコアの相違は認められなかった。一方，TCDD 高値群では男女児共に

Bayley III スコアには差がないのにも関わらず ASRS スコアが高く，アスペルガー症候群

様の発達障害を示すことが明らかになった。以上の成果の一部は，平成 25 年度において

Molecular Psychiatry 誌（別紙論文リスト 67 番:別刷添付有）に掲載され，世界の主な報

道機関にプレスリリースされた。 

「若手研究者育成」では，富山大学及び金沢医科大学にベトナムから合計 9人（6,232人

日）の研究者を受け入れ，共同研究を通して育成してきた。富山大で研修したベトナム人

研究者 7 人（参加研究者リスト 1-67, 2-4, 2-7, 2-14, 2-66, 2-67, 2-68）は，帰国後日

本人研究者の助言のもとに，ベトナム軍医大において平成 22年度に立ち上げた，動物（ラ

ット及びサル）を用いて高次脳機能を研究する「ニューロサイエンス・ラボ」で動物実験

を開始している。また，ベトナム軍医大学では，動物実験の意義が理解され大規模な「動

物実験センター」の設立が認められた（H26 年度竣工予定）。一方，金沢医大で研修したベ

トナム人研究者 2人（参加研究者リスト 2-8, 2-63）は，高度な分析技術や小児精神発達検

査法を習得しただけでなく，疫学調査における研究デザインから対象者の選定まで日本人

研究者と一緒に行い，国際的な学術調査の研究方法を自ら行い得る若手研究者へと成長し

た。同様の配慮は，日本人大学院生にも行っており，H23-25年度には日本人大学院生 12人

がベトナム軍医大学に短期派遣され，共同研究を行っている。以上により育成された若手

研究者のうち，日本人では富山大学で 2 人（参加研究者リスト 1-15, 1-16）が，ベトナム

人ではベトナム軍医大学で７人（参加研究者リスト 1-67, 2-4, 2-8, 2-11, 2-63, 2-66, 

2-68）がそれぞれ助教/講師に就任（予定含む）し，さらには協力研究者のモンゴル人１人

（参加研究者リスト 1-51）がモンゴル健康科学大学において教授に就任（予定）となる等，

それぞれが自国において次世代人材育成を担うリーダーへと成長した。 

今後，各分野の研究推進はもとより，ベトナム国内における「脳科学」と「疫学」研究

の連携・継続にとっても，本事業で形成された人的・物的ネットワークが有機的に機能し，



 
 
8 

さらに日越以外のアジア各地域へと研究交流を拡大する基盤となることから，本研究交流

目標は十分達成されたと考えている。 

 

６．研究交流成果 
６－１．平成２５年度の成果 
 

研究協力体制の構築状況 

今年度は，日本側コーディネーターである西条教授らが 8 月にベトナム軍医大学に，ま

たベトナム軍医大学側から Vu Dang Khien 教授をはじめ 5人の研究者が 11月に来日して 12

月に開催予定の共同シンポジウムについて調整するとともに，これまでの研究結果及び今

年度の最終研究計画及び来年度以降の共同研究についてディスカッションした。また，富

山大学長と日本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，「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軍医大学側（ベ

トナム軍医大学長及びベトナム側のコーディネーターであるトラン教授）と開催（H25 年

12月）した。 

 一方，ベトナムにおける疫学的研究では，ビエンホア市においても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，研究成果をフィードバックすることにより，研究

実施体制の一層の強化を図った（H25 年 5 月）。ダナン市汚染地域（テンケー地区）におけ

る乳児発達に関する研究成果を理解し，ダナン市非汚染地域（サンチャー地区）における

正常児の脳神経発達を研究するために，ハノイ市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し，共同研究を開始する前の新生

児脳波検査を主体としたプレ調査を実施した（H25 年 8 月）。また，ダナン市におけるセミ

ナーでは，小児脳神経発達に詳しい日本人専門医が参加して疾患や障害への医学的知識を

提供し，また，日本人作業療法士による発達障害児への療育的介入方法の例示を行い，健

康影響を軽減する方法の開発をベトナム人研究者や現地スタッフと共に試みた。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具体的な技術や知識をダナン市のリ

ハビリテーション医や理学療法士に提供することにより，住民の健康水準の向上を担う地

域病院の医療スタッフを支援し，より住民の健康問題を解決しやすい環境を作る努力を行

った（H25年 12 月）。 

 

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 

 今年度は，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。サル上丘では，昨年度の

視床枕解析に用いた刺激と同様の顔刺激を用いてサル上丘ニューロンの応答性を解析した

結果，ニューロン応答の潜時が視床枕より早いこと以外は同様の結果が得られた。すなわ
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ち，上丘ニューロンは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 性の顔検出に関わり，これらの情報が視床枕に転送されるこ

とが明らかになった。一方，視床枕は嫌悪刺激に応答し，自閉症児では視床枕の嫌悪刺激

に対する応答が低下していることが報告されている。そこでサル視床枕の嫌悪刺激に対す

る応答性を解析した結果，ヘビ画像に最も短潜時で最も強く応答することが明らかになっ

た。この研究結果は，PNAS 誌（別紙論文リスト 50番:別刷添付有）に掲載され，国際的に

注目された。 

 また，自閉症児で障害されている注意解放に上丘が関わることを明らかにするため，ラ

ット上丘内に薬物(muscimol)を注入して上丘を可逆的に不活性化した。その結果，上丘不活

性化により注意解放は障害されるが注意シフトは影響されないことが判明し，上丘不活性

化により自閉症と同様の注意障害が起こることが明らかになった。また，注意解放課題を

ラットに行わせ，上丘ニューロンの応答性を解析した。その結果，注意解放に関わるニュ

ーロンが上丘の深層に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，平成 24年度に手術した上

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

障害を解析した。その結果，上丘破壊サルでは，プレパルス抑制の障害されることが判明

し，以前に明らかにした社会行動の障害と合わせ，サルなどの霊長類においても上丘が自

閉症発症に関わることが明らかになった。 

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）富山大学において平成 24 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，さらに新規合成化合物 T-817MA がパ

ルブアルブミン陽性ニューロンの障害，及び行動障害を改善させる効果を有するか検証し

た。その結果，PDGFR-β KO マウスに T-817MA を 4週間経口投与することにより，統合失

調症/自閉症様症状である社会行動の障害，感覚ゲーティング障害，情動行動や社会行動に

関係する脳領域である内側前頭前野，扁桃体，海馬体及び上丘のパルブアルブミン陽性ニ

ューロンの細胞密度の低下，及び同期性ガンマオシレーションの低下などの障害が有意に

改善された。一方，上記測定データ間の相関を算出した結果，1）同期性ガンマオシレーシ

ョンとパルブアルブミン陽性ニューロン密度間に，2）パルブアルブミン陽性ニューロン密

度と社会行動間に，及び 3）パルブアルブミン陽性ニューロン密度とプレパルス抑制テスト

における抑制率間に有意な相関が認められた。これらの研究結果から，T-817MA は自閉症

の治療薬として有用であることが示唆された。また同期性ガンマオシレーションは，統合

失調症や自閉症における病態（パルブアルブミン陽性ニューロンの障害）及び症状（認知

障害や陰性症状）に関する人畜共通の生理学的バイオマーカーとして有用であり，さらに

薬物介入における効果判定のバイオマーカーとしても有用であることが示唆された。 

2）ダイオキシン暴露領域では体重増加不良と摂食行動の異常が報告されているので，今年

度は富山大学，金沢医科大学及びベトナム軍医大学が共同して摂食行動について動物実験

を行った。このため，妊娠した母獣にダイオキシン（TCDD）を暴露し，仔ラットの餌及び
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8 種類の味覚溶液(0.05 M ヒスチジン, 0.15 M グルタミン酸ナトリウム, 0.5 M グリシン, 

0.05 M アルギニン, 0.2 M リジン塩酸塩, 0.4 M スレオニン, 0.15 M 食塩, 及び蒸留水)の摂

取を解析した。その結果，TCDD 投与群は対照群と比較して, リジン溶液（苦味溶液）の摂

取量が有意に増加し，逆にグルタミン酸ナトリウム溶液（うま味溶液）の摂取量が減少す

ることが明らかになった。自閉症児も味覚嗜好性が変化することが報告されており，本研

究結果は TCDD により自閉症様の味覚嗜好性の障害が生じることを示唆するものである。

また，D2 受容体ノックアウト（D2R−KO）マウスを用いて，海馬体ニューロンの場所応答

性を解析した。その結果，D2R-KO マウスでは，既知環境下において，海馬体場所ニューロ

ンの場所応答が不安定化していたことから，D2 受容体は，既知環境下における空間応答の

安定化に重要な役割を果た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，日本において健常者，統合失調症の前駆状態，初発統

合失調症患者，及び慢性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，今年度は脳回，脳溝，灰白質，白質などについて比較解析し，

統合失調症への脆弱性などに関わる脳内機序を検討した。その結果，初発患者群では大脳

辺縁系に属する左前帯状回灰白質が健常群より少なく，精神病発症危険状態群のうち統合

失調症に移行した群では同部灰白質が少ない傾向が認められた。また，側頭葉内側部の嗅

溝の深さ（大脳辺縁系の嗅皮質）は，初発患者群及び精神病発症危険状態群で健常群より

浅かった。以上から，統合失調症では大脳辺縁系の一部（前部帯状回や嗅皮質）に脳発達

障害があることが示唆された。 

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を用い早期から思春期以後まで

の撮像された脳 MRI により，全脳，側頭葉及び，前頭葉の発達曲線を検討した。その結果，

体積のピーク年齢は，前頭葉では女子が 9.2歳，男子が 10.1歳，側頭葉では女子が 9.9歳，

男子が 11.6 歳であった。増加率では，最初の 5～6 歳までは女子の増加率が男子より大き

く，その後男子の増加率が大きくなった。灰白質体積が前思春期にピークを迎え，以降減

少していた。以上から，脳発達において，幼児期までに過剰に形成されたシナプスの刈込

みによって機能的洗練が生じることが示唆された。灰白質体積のピーク年齢が，側頭葉で

は前頭葉より遅かったことから，感覚・運動機能を司る部位の成長が早く，言語や記憶な

どの機能と関連する部位の成長が遅いという小児脳発達の仮説を支持するデータが得られ

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技術者養成 

 今年度は汚染地域についてビエンホア市では 6 ヶ月時，ダナン市では 5 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関する疫学調査を実施するとともに，日本におい

ては，母乳だけでなく，臍帯及び臍帯血のダイオキシン分析技術の向上に取り組み，より

高度な分析技術を有する研究者の養成を行った。また，ハノイの非汚染地域においても乳

幼児発達の研究基盤を築くため，ベトナム軍医大学の医師による調査チームを発足させた。 
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1）住民が出産や一次医療を受ける保健センター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継続的な協力依頼と発達障害児の早期発見とベトナムの文化に適合し

た療育技術について教授した。 

2）平成 24 年に汚染地域ビエンホア市で採取された臍帯・臍帯血（臍帯血は十分量が確保

された検体のみ）が金沢医科大学に保存されており，それを用いて，臍帯と臍帯血のダイ

オキシンの分析方法を確立した。検体中の脂肪量が低いため，凍結乾燥機を用いて，より

多くのサンプル量からできるだけ多くの脂肪を効率良く収集し，内部標準やシリンジスパ

イクなども低濃度の物を用い，GC-MS への注入量も倍量用いるなどの工夫をして，異性体

ごとの定量分析が可能になった。 

3）初産婦における臍帯血血清中の脳由来神経栄養因子 BDNF を，ELIZA 法により市販キ

ットを用いて測定し，測定値と出生時頭囲との関連について検討した。 

4）ビエンホア市の出生児に対して，生後 6-7ヶ月時に，コミューン健康保健センターにて

身体計測と脳神経発達尺度(Bayley-III)による評価を行い，成長・神経発達を調査した。 

5) 発達性協調運動障害のスクリーニング問診票（little DCDQ）のベトナム版を作成し，

これと Movement-ABC-II を用いた運動機能の実地検査を，ダナン市汚染地域（テンケー

地区）の出生時より追跡してきた対象者に実施し，ベトナム及び日本の若手研究者に教授

した。 

6）ダナン市の小児コホートの認知機能に関しては，年長児によく用いられ，言語の違いに

よる影響が少ない Kaufman-ABC-II を用いて調査した。 

 以上の方法について，日本人及びベトナム人若手研究者に実地に参加させ，方法等につ

いて詳細に教授した。 

 

2．ダイオキシン暴露による発達障害発症の疫学的検討 

 ビエンホア小児コホートについては，臍帯血中 BDNF，出生時頭囲，乳児期の脳神経発

達と母乳中ダイオキシン，特に TCDD 暴露との関係について検討した。また，臍帯血中

BDNF と出生時頭囲及び脳神経発達との関係についても検討し，胎児期の脳発達と生後の

脳神経発達との関連についての解析も行っている。さらに，臍帯血中と母乳中のダイオキ

シン濃度との相関性を，分析可能だった検体について解析し，母乳中ダイオキシン濃度が

胎児への直接暴露量を反映しているか否かについて検討した。 

 ダナン小児コホートについては，認知機能と，自閉症関連疾患，多動性注意欠陥症候群，

及び発達性協調運動障害などの異なる発達障害を判定し，それぞれの検査結果とダイオキ

シン暴露との関係を，母乳中のダイオキシンを指標として解析した。また，現地に適した

発達障害についての療育的介入プログラムについても検討した。 

1) ビエンホア市対象者について，6-7ヶ月時の発達状態を，ベーリー発達尺度(Bayley-III)
と発達障害の問診表により評価を行った。また，交絡因子となる父母や生育環境に関する

問診調査を詳細に行った。 

2) ビエンホア市の母子の出生時，生後 1 ヶ月時，6-7 ヶ月時の身体測定値及び 6-7 ヶ月時

のベーリー発達尺度の点数と母乳中ダイオキシン濃度との関連について，母親の職業や学
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歴，経済状態などの交絡要因を調整した上で解析した。 

3）臍帯血，臍帯のダイオキシン分析方法を検討し，凍結乾燥及び高速溶媒抽出を用いるこ

とにより，ダイオキシンの分析が可能となった。現在，安定した測定値の期待される 20ml

以上ある臍帯血検体について，優先的に分析を進めており，母乳中ダイオキシン濃度との

相関性を検討している。 

4) 発達障害のコントロール調査を行うため，ベトナム軍医大学産婦人科医師及び毒性学医

師との研究チームを結成し，新生児コホートをハノイで立ち上げるためにプレ調査を行っ

た。特に，新生児の脳発達の状態を，脳波などを用いて評価する方法を新たに検討し，そ

の技術をベトナム人研究者が現在習得しているところであり，26 年度 4 月の調査開始に向

け準備をしている。 

5) ダナン市テンケー地区及びサンチャー地区において行われた 3歳児健診（平成 23-24年

度）のデータを解析した結果，母乳中 TCDD が 3.5pg/g-fat 以上であった小児は自閉症傾向

が男女児共に認められることが明らかになり，論文が国際誌 Molecular Psychiatry（別紙

論文リスト 67番:別刷添付有）に掲載された。 

6）テンケー地区の 5歳児健診にて，認知機能及び，自閉症関連疾患，多動性注意欠陥症候

群，及び発達性協調運動障害などの異なる発達障害をそれぞれの尺度を用いて調査した。

現在，各尺度の点数とダイオキシン暴露との関連性を検討している。 

7）3 歳及び 5 歳児健診で得られた結果を基に，ハイリスク発達障害児については，ベトナ

ム軍医大医師が日本人作業療法の指導の下に保健指導を行った。また，ベトナム文化に適

合した発達障害療育プログラムを試案し，ダナン市の障害児施設にて実用性を検討した。 

 
若手研究者育成 

1. 今年度も，大学院生，若手研究者並びに医療関係者を対象にベトナム国ハノイ市でセミ

ナーを開催し，若手研究者の啓蒙に努めた。 

2. 今年度も引き続き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，

ハノイ市で行った。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

会を提供することができた。今年度は，ベトナム側からの要望により，福井大学子どもの

こころの発達研究センターの小児神経専門医による教育講演をダナン市で行い，発達障害

の臨床像や治療・療育についての最近の知見をベトナムの医療関係者に提供することがで

きた。 

3.ダイオキシンの分析方法について分析対象を PCB に拡大することが可能になり，胎児の

暴露指標となる臍帯や臍帯血中ダイオキシンの分析などの新しい方法について，日本人指

導者のもとに，現地ベトナム人若手研究者がこれらの新しい測定方法を用いて採取検体（24

年度に採取・保管済み）を解析し，より高度な分析技術を習得する機会を提供することが

できた。 

4. 今年度も引き続きベトナム人若手研究者 3名（参加研究者リスト 2-14, 2-66, 2-68）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
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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った。以上により，日本人大学院生 1 名

（参加研究者リスト 1-15）及びベトナム人大学院生 2名（参加研究者リスト 2-63, 2-66）

が富山大学及び金沢医科大学で医学博士の学位審査に合格した。また，ベトナム人留学生

（参加研究者リスト 1-67, 2-68）が第一著者となって，国際的に著名な医学雑誌（PNAS

（別紙論文リスト 50 番:別刷添付有）, Toxicology（別紙論文リスト 54番:別刷添付有）等）

に論文が掲載された。 

5. 今年度も引き続き日本人大学院生 4名（参加研究者リスト 1-15, 1-58, 1-64, 1-70）を

ベトナム軍医大学及び疫学調査に派遣し，共同シンポジウム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した。なお，日本人

大学院生 1名（参加研究者リスト 1-15）は富山大学で助教に就任することとなった。 

6.富山大学及び金沢医科大学大学院博士課程を修了したベトナム人大学院生 2 名（参加研

究者リスト 2-63, 2-66）が，ベトナム軍医大学講師に就任する予定（平成 26 年）であり，

ベトナム本国で自国の若手人材育成の担い手としての活躍を大いに期待されている。 
 
社会貢献や独自の目的等 
 ダナン小児コホート研究については，発達障害について様々な角度から検査を行い，ベ

トナム側のみでは困難な早期発見に貢献できたと考えられる。また，日本人小児科医及び

作業療法士の指導の下で，ベトナム人医師が発達障害に対する理解を深め，保健指導を行

い，ベトナムに適した療育方法を考案するに至ったことは，研究だけでなく，住民の健康

レベルの向上にも貢献できたと思われる。今後もさらに，臨床医やリハビリテーション分

野の医療スタッフの協力の下に，療育的介入を行い，個人のダイオキシン暴露は軽減でき

なくても，障害は軽減できることを，示していきたいと考えている。 

 

 

平成２５年度論文総数   32本 

相手国参加研究者との共著 16本 

 

 

６－２全期間にわたる研究交流成果 
（１）研究協力体制の構築状況 

① 日本側拠点機関の実施体制（拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制

等） 

 富山大学は，本事業における「脳発達の神経・物質的基盤研究」を直接担当し，1) 動物

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やその関

連領域及び前頭葉を中心に，分子・遺伝子から細胞(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，2) 健常被験者及

び脳発達障害を呈する被験者（自閉症，統合失調症等）を用いて，脳の形態学的発達と情



 
 
14 

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の解明を目指した。このうち

動物を用いた細胞レベルの研究（神経生理学的研究）はシステム情動科学講座及び統合神

経科学講座が，分子・遺伝子レベルの研究は病態・病理学講座，分子神経科学講座，臨床

分子病態検査学講座及び分子神経生物学講座が，ヒトを対象とした研究は主に神経精神医

学，小児発達医学，及び心理学が担当した。また，霊長類に関する行動学的データベース

を所有しているブラジル国ブラジリア大学生物学的研究所（協力研究者在籍）と共同で幼

若期サルを用いた脳機能発達に関する行動学的研究を行った。行動課題については両大学

で協議して決定し，動物の手術及び MRI による解析にも富山大学から研究者を派遣して共

同で行った。一方，中国復旦大学上海医学院解剖学講座（協力研究者在籍）と協力して，

富山大学で開発した遺伝子改変マウスやラットを用いた神経解剖学的研究を行った。 

 一方，「脳発達の臨床的・疫学的研究」を直接担当する金沢医科大学は，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

地域で疫学的に解析した。疫学的調査では，金沢医科大側の基本計画を受けて富山大学が

ベトナム軍医大学側と調整した。また，本疫学的調査に必要となる小児精神発達検査法に

ついては，富山大学で金沢医科大学及びベトナム人研究者を受け入れて研修させるととも

に，ベトナムにおける検査法の実際的運用についてアドバイスを行った。また，ベトナム

側より脳発達障害児の養育法に関する指導要請を受け，平成 24年度より福井大学子供のこ

ころの発達研究センター小児神経専門医が参加し，ベトナム現地におけるセミナー等で養

育法について教授した。さらに，動物を用いてダイオキシンの脳発達に及ぼす影響を解析

する研究では，疫学的調査結果の概要を受けて富山大学が実験パラダイムをデザインし，

実験機器等は富山大学から特殊空調実験室を有する金沢医科大ハイテクリサーチセンター

に搬入して行うなど，富山大学と金沢医科大学が緊密に連携をとって行った。 

 事業実施体制全体の組織及び役割分担は，次の概念図のとおりである。 
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② 相手国拠点機関との協力体制（各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

 日本側では，主に「脳発達の神経・物質的基盤研究」及び「脳発達の臨床的・疫学的研

究」の二つのテーマをそれぞれ富山大及び金沢医科大グループが扱っているが，ベトナム

側もグループを二つに分け，「脳発達の神経・物質的基盤研究」を主にベトナム側代表であ

る Tran Anh Hai 教授（生理学）が，「脳発達の臨床的・疫学的研究」を主にベトナム軍医

大学副学長である Luong Van Hoang 准教授（薬理生化学工学センター(Center for 
Pharmaceutical Biotechnology)所長）がそれぞれコーディネートしている。「脳発達の神

経・物質的基盤研究」では，Tran 教授を中心としたグループが富山大学における研究に参

加するとともに，同教授の研究室で立ち上がった「ニューロサイエンス・ラボ」で富山大

学と同様の研究ができる体制が整備されつつある。「脳発達の臨床的・疫学的研究」では，

Luong 教授のグループが金沢医科大と共同でベトナム汚染地域における疫学的調査に参加

するとともに，同研究で採取した母乳中のダイオキシン分析の前処理を薬理生化学工学セ

ンターで行っている。前処理された試料は金沢医科大へ送り，Luong 教授グループに属す

るベトナム人研究者が日本人研究者と共同でダイオキシン濃度を測定している。また，非

汚染地域であるハノイ市においても乳幼児発達の研究基盤を築くため，ベトナム軍医大学

の医師による調査チームを発足させた。 

 ベトナム天然資源環境省及びその下部機関である第 33委員会は，国の中央行政機関とし

てダナン市予防課と連絡をとり，本事業が地域で行えるようにネットワークづくりを行う

とともに，調査結果を国レベルで取りまとめ，予防対策を計画・実施する役割を担ってい

る。また，ベトナム・ダナン市においては，ダナン市予防課長をコーディネーターとして，
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テンケー地区（汚染地域）及びサンチャー地区（コントロール地域）の病院長，産婦人科

医長，母子保健科長，健康予防科長及び各地区内のコミューン健康センター長及び看護師

をその構成員とする調査チームをそれぞれ立ち上げており，現地の協力体制が得られた（平

成 23年度まで）。平成 24年度からは，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，同市サンチャー地区 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）（平成 24年度から高度汚染地域のビエンホア市が追加された）。 

 ベトナム軍医大学医師と各地区病院医師との協力関係も良好で，調査に必要な場所の提

供や資料の保管などについても協力を得ている。さらに，調査だけでなく，セミナーにも

すべての調査チーム構成員が参加し，調査結果を理解し，予防対策を考えることができ，

地域医療の水準向上に寄与できる体制が整っている。 
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③ 日本側拠点機関の事務支援体制（拠点機関全体としての事務運営・支援体制） 

 

 

 

（２）学術面の成果 

「脳発達の神経・物質的基盤研究」では，大脳辺縁系の主要な構成要素である膝状体外視

覚系（上丘→視床枕→扁桃体），海馬体，及び内側前頭皮質が，生後の社会的認知機能を含

む脳機能発達に重要であることが明らかにされつつある。すなわち，動物実験では，1）動

物（サル及びラット）の脳の同領域を破壊すると，ヒトの発達障害様の行動障害（社会行

動の減少，プレパルス抑制の障害，注意障害等）を呈する，2）動物（サル）の脳の同領域

には，顔や視線に応答するニューロンが存在し，社会的認知機能に重要な役割を果たして

いる，3）ヒトの脳発達障害（自閉症，統合失調等）に関連した遺伝子（血小板由来成長因

子 ß 受容体遺伝子, PDGFR-ß）に関する遺伝子改変動物は，ヒトの脳発達障害（自閉症，

統合失調等）様行動障害（社会行動の減少，プレパルス抑制の障害，学習障害等）を呈示

し，同領域に障害（パルブアルブミン陽性ニューロンの減少，ガンマオシレーションの低

下）を有することなどを明らかにしてきた。一方，ダイオキシンを胎生期に投与した仔ラ

ットは，社会行動や情動学習障害などヒトの脳発達障害様の行動異常を呈するとともに，

大脳辺縁系（膝状体外視覚系）にも障害（カルモジュリンキナーゼ II 等の細胞内シグナル

伝達系の異常）を呈し，ヒトの患者と同様に大脳辺縁系（膝状体外視覚系）においてパル
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ブアルブミン陽性ニューロンが減少していることが判明した。以上から，自閉症等の脳発

達障害には，少なくとも大脳辺縁系（膝状体外視覚系）が関与していることが強く推測さ

れた。さらに，統合失調症/自閉症の動物モデルである PDGFR-ß KO マウスに新規合成薬

である T-817MA を投与した結果，同マウスにおける行動障害，パルブアルブミン陽性ニュ

ーロンの障害，及び同期性ガンマオシレーションの障害が有意に改善された。これらの研

究結果から，T-817MA はダイオキシンによる発達障害を含む自閉症の治療薬として有用で

あることが示唆された。 
 「脳発達の臨床的・疫学的研究」では，ベトナム現地行政及び医療関係者と合同調査チ

ームを編成して，汚染地域を含む 2 つの地区でコホートを立ち上げ，まず最初に母乳ダイ

オキシン濃度及び出生児の脳神経発達を 1 歳まで追跡調査することができた。これは，こ

れまで学術的に評価できる疫学調査のなかったベトナムにおける健康影響調査の中では，

画期的なものである。その結果，母乳中ダイオキシン濃度が高く，周産期のダイオキシン

曝露が多い新生児ほど身体的成長が小さいことや，母乳中ダイオキシン濃度は 4 ヶ月齢に

おける繊細な運動機能及び認知機能と負相関を示す，また同濃度は 1 歳時における表出言

語や社会情動行動の発達と負相関を示すことなどが明らかになった。次に，3歳時健康調査

で脳神経発達検査（Bayley III）を受け，その親に自閉症様症状に関する質問紙調査（ASRS）
を実施できた 153 名の幼児を調査した。その結果，生後 1 ｶ月時に採取した母乳中の総ダイ

オキシン毒性指数(Total-TEQ)が高い男児では，一般的脳神経発達を示す尺度である Bayley 
III スコアが低く，認知，言語，運動機能，全ての発達に影響があることが明らかになった。

一方，最も毒性の高い TCDD が，特に高い母親から出生した幼児では，男女児共に ASRS
スコア（自閉症傾向指数）が高く，自閉症傾向が強いことが判明した。一方，これらの幼

児では，一般的脳神経発達を示す尺度である Bayley III スコアにおいては，発達障害が認

められなかった。以上から，TCDD は，一般的な脳発達には影響を与えないが，社会行動

やコミュニケーションなどの高次脳機能に特異的に影響を及ぼし，自閉症傾向を増強する

ことが明らかになった。現在は，ダナン市テンケー地区の 5歳児健診にて，認知機能及び，

自閉症関連疾患，多動性注意欠陥症候群，及び発達性協調運動障害などの異なる発達障害

をそれぞれの尺度を用いて調査し，5 歳児においても継続して障害が認められた。その他，

現在進行中であるが，臍帯血中 BDNF と頭囲等の脳発達指標との関連性，並びに幼児の尿

中メタボローム解析による脳発達障害のリスクファクターが明らかにされつつあり，ダイ

オキシン暴露による脳発達障害の早期発見に貢献するデータが明らかになりつつある。 

 なお研究成果としての論文発表件数は，別紙論文リストのとおり，学術雑誌等に発表し

た論文が 77件，国際会議における発表が 45件，国内学会等における発表が 15件であるが，

その他に，発表リストには記載されていないが，本事業に関連した国際会議における発表

が 38件，国内学会・シンポジウム等における発表数が 117件に上る。 
 
（３）若手研究者育成 

 富山大学及び金沢医科大学にベトナム人若手研究者 9 人（6,232 人日）（参加研究者リス

ト 1-67, 2-4, 2-7, 2-8, 2-14, 2-63, 2-66, 2-67, 2-68）を受け入れ，「脳科学」と「疫
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学」両分野の連携による共同研究を通して育成してきた。平成 22年度においては，ベトナ

ム側参加研究者である大学院生の１人が，富山大学大学院生命融合科学教育部における成

績優秀者として表彰され，学位記受領代表者を務めることとなった。また，大学院生であ

ったブラジル人参加研究者（参加研究者リスト 1-69）は平成 23 年度から平成 24 年 9 月ま

で，同じくベトナム人参加研究者（参加研究者リスト 1-67）は平成 24年 10月から平成 25

年度まで，それぞれ富山大学助教として本事業に参加し，後輩大学院生の育成に当たって

いる。富山大学においては，平成 21年度より週 1回ベトナム人研究者及び日本人大学院生

ら若手研究者が英語で自己の研究データを発表する機会を継続的に設け，国際的感覚が身

に付くように配慮している。平成 26年度ではあるが，本事業の成果をベトナム人大学院生

（参加研究者リスト 2-68）が国際学会（国際霊長類学会）のシンポジストとして発表する

予定である。 

 一方，ベトナム軍医大においては，富山大学で研修したベトナム人研究者（参加研究者

リスト 2-3）が，日本人研究者の助言のもとに，動物（ラット及びサル）を用いて高次脳機

能を研究する「ニューロサイエンス・ラボ」を平成 22 年度に立ち上げた。平成 23 年度か

らは，富山大学の大学院生 11人/107人日（参加研究者リスト 1-15, 1-16, 1-58, 1-64, 1-66）

をニューロサイエンス・ラボに短期間派遣し，国際的共同研究を経験させている。 

 また，金沢医大では，ベトナム人研究者（参加研究者リスト 2-63）が疫学調査における

研究デザインから対象者の選定，調査の実施，及び結果の解析までのすべての過程を日本

人研究者と一緒に行い，国際的な学術調査の研究方法を自ら行い得る若手疫学者を育成で

きたと考えている。日本国内でも少数の専門家のみが行い得るダイオキシンの高度な分析

技術や，現在世界的に認められつつある最新の小児精神発達検査法を習得しただけでなく，

今後ベトナム人自身による自国での調査研究の進展に大いに貢献するものと考えられる。

さらに，汚染地域の若手医療関係者（コミューン健康センターの医師や看護師）に疫学調

査の実際及び小児保健の基礎について講義し，実際の疫学調査の場でも指導してきた。一

方，金沢医大及び富山大学の大学院生 4 人/61 人日（参加研究者リスト 1-11, 1-70）も，

ベトナム現地の疫学調査に同行し，現地の研修に参加するとともに，現地における行政関

係者との会議に出席して，フィールドワークの実際について体験している。 

 

（４）アジア地域における研究教育拠点の構築 

 これまで，ベトナムでは，医学研修においてマレーシアやタイ，あるいは中国やロシア

に若手を派遣して研修させていたが，本アジア研究教育拠点事業においてベトナム人及び

日本人が共同で研究を行うことにより，ベトナムと日本による共同研究の一端を担う人材

育成と体制構築ができたと考えている。また，ベトナム軍医大学生理学講座において日本

人研究者の協力のもとに整備されつつある「ニューロサイエンス・ラボ」は，霊長類（サ

ル）の本格的な神経生理学的研究が可能となる，日本を除いては恐らくアジアで初の実験

施設になると考えられる。さらに，ベトナム軍医大学附属の実験施設として「動物実験セ

ンター」が平成 26年度に竣工予定であること，同大病院内にダイオキシン汚染コントロー

ル地域コホートを立ち上げたことにより，日本とベトナム間，「脳科学」と「疫学」研究間
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の共同研究体制が今後ますます強化されると考えられる。本事業実施期間中の平成 23年に

富山大学と大学間協定を締結したベトナム軍医大学をはじめ，平成 25年に部局間協定を締

結したハノイ医科大学，平成 22 年に部局間協定を締結したモンゴル健康科学大学，さらに

は同大学の中国拠点である復旦大学上海医学院等とも連携しながら，アジア地域における

神経科学的研究のベトナム拠点化は着実にその成果を挙げつつある。本事業に参画した研

究者 30人の交流実績と研究業績をプロファイル形式で富山大学ホームページ上にデータベ

ース化して掲載（別紙参考資料 4）し，誰でもアクセス可能な公開情報として毎年更新した。

本事業を通じて育成された若手人材が，世界の多くの研究者とマッチングが可能となるよ

う将来性にも配慮した。ベトナムは，枯葉剤によるダイオキシン曝露を受けた被災国であ

り，アジアにおけるダイオキシン研究の拠点として相応しい国である。しかし，これまで

アメリカやカナダなどの欧米諸国による調査が行われ，ベトナム人自身による研究は国際

的に評価されてこなかった。ベトナム人若手研究者が国際的に評価されるような研究を自

国で自ら行えるよう支援するという本事業の目漂は，各協力研究機関の連携のもと，順調

に達成された。 

 

（５）社会貢献や独自の目的等 

 ダナン小児コホート研究については，発達障害について様々な角度から検査を行い，ベ

トナム側のみでは困難な早期発見に貢献できたと考えられる。また，日本人小児科医及び

作業療法士の指導の下で，ベトナム人医師が発達障害に対する理解を深め，保健指導を行

い，ベトナムに適した療育方法を考案するに至ったことは，研究だけでなく，住民の健康

レベルの向上にも貢献できたと思われる。今後もさらに，臨床医やリハビリテーション分

野の医療スタッフの協力の下に，療育的介入を行い，個人のダイオキシン暴露は軽減でき

なくても，障害は軽減できることを示していきたいと考えている。 

 これらの研究成果は論文に掲載され，その内容は一般にわかりやすい紹介記事として新

聞（別紙参考資料 2）に掲載された。日本学術振興会ホームページの関連記事紹介にもリン

クされ（http://www.jsps.go.jp/j-acore/07news_acore.html），ダイオキシンと自閉症に

関する研究成果の最新情報として広く社会に認知されるよう努めた。 

 

（６）予期しなかった成果 

 脳科学的研究では，新規合成薬（T-817MA）が，自閉症や統合失調症と関連したパルブ

アルブミン陽性ニューロンを増加させる作用を有していることが明らかになった。本合成

薬は，本来はアルツハイマー病治療薬のために開発された薬剤であり，細胞内トランスポ

ートを増大させると考えられている。本合成薬がパルブアルブミン陽性ニューロンに有効

であったことから，ダイオキシン汚染による脳発達障害だけでなく，自閉症や統合失調症

の病態解明やその新たな治療法解明に向けて新たな示唆が得られたと考えている。 

 疫学的研究では，第一に TCDD がアスペルガー症候群(一般的知的障害はないが，社会性

が障害されている自閉症の一つのタイプ)様症状と相関していることが明らかになった。ア

スペルガー症候に関しては，これまで多くの仮説があるが病因が不明であり，TCDD は関

http://www.jsps.go.jp/j-acore/07news_acore.html
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連が明らかになった最初の病因であると考えられる。第二に，ダイオキシン類の脳発達過

程に及ぼす影響が一様でなく，乳幼児の年齢により大きく異なることが明らかになった。

今後の研究でコホートを縦断的に追跡する必要性が一層認識された。 

 本交流経費による若手人材育成への期待・評価が派遣国側で高まり，派遣側からの依頼

により本経費以外でも若手研究者を継続して受け入れた。（事業期間中（H22～H25のデータ），

ベトナムより 8名 6080日，モンゴルより 3名 2830日，ブラジルより 1名 83日） 

 

（７）今後の課題・問題点及び展望 

 動物を用いた実験的研究の重要性が，ベトナム軍医大学の上層部で理解が進み，日本の

大学とほぼ同規模の動物実験センター施設がベトナム軍医大学において着工されることと

なった。今後も，脳科学的実験に関わらず動物実験を伴う共同研究をベトナムにおいても

継続して行う環境が整うことになる。 

 疫学的研究では，ダイオキシン暴露の影響が，出生児の発達年齢により異なることが明

らかになり，特に 3歳児以降になると自閉症や ADHD 症状が顕在化してくることが明らか

になった。このため出生児の追跡調査を引き続き行うことが重要であり，また汚染濃度の

高いビエンホア市の小児コホートの母親の調査が，今後新たに行うべき研究課題と考えら

れる。 
さらなる今後の課題として，成人の精神疾患とダイオキシン暴露との関係を明らかにす

ることが挙げられる。本研究の動物を用いた脳科学的研究で明らかになったように，ダイ

オキシンの神経毒性は，大脳辺縁系のパルブアルブミン陽性ニューロンの障害を示すこと

から，ヒトにおいても，発達障害だけでなく，統合失調症などの精神疾患の発症ともダイ

オキシン暴露が関連している可能性がある。これらの研究課題はかなり大きなプロジェク

トとなり，人的・物的支援が必要となる。このため現在、民間財団に研究プロジェクトを

申請中である。また，平成 26年度秋には，新たな共同研究に向けて富山大学とベトナム軍

医大学で共同シンポジウムをハノイで開催予定である。 
ベトナム対応機関 MOST からベトナム軍医大学に拠出された本事業へのマッチングファ

ンドは総額 188.8 億ドンに上り，本事業を強力に支援した。本事業内容の展開として自閉

症関連グラントが 2013年にベトナム軍医大学で 3件，ハノイ医科大学で 1件採択されるな

ど，ベトナム側の今後の展開に対する期待は極めて大きい。一方，日本側でも以下の事業

が研究費として採択されており，26年度以降も各協力機関と共同研究を継続予定である。 

1) 西条寿夫「皮質下領域が支える高次脳機能発達」，科研基盤研究 A（一般）平成 22

－24年 

2) 西条寿夫「霊長類における本能的認知機構の解明」，科研基盤研究 B（一般）平成

25－27 年 

3) 西条寿夫 「JSPS「アジア研究教育拠点」形成支援事業」，富山大学学長裁量経費，

平成 24 
4）西条寿夫 「JSPS「アジア研究教育拠点」形成支援事業」，富山大学学長裁量経費，

平成 25 
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5）森寿（代表），西条寿夫（分担），「障害とその代償性潜在能力の生命融合科学的研

究」，文部省特別経費研究推進事業 平成 25－27年 

6）西条旨子，「ベトナムにおけるダイオキシン暴露による健康リスク・モニタリング・

システムの構築」，平成 20-21年三井物産環境基金助成 

7）西条旨子，「ダイオキシン環境暴露が小児の社会情動発達に及ぼす影響」，科研基盤

研究 C（一般）平成 22－24年 
8）中川秀昭（代表），西条旨子（分担）「ダイオキシンによる発達障害児のメタボロミ

クス研究」科研挑戦的萌芽研究平成 24－25年 

9）西条旨子，「ベトナムにおけるダイオキシンの胎児脳機能と乳幼児脳神経発達に及

ぼす影響」科研基盤研究 B（海外）平成 25－28年 
10）西条旨子，「産科小児科の連携による胎児脳機能発達と乳幼児期脳神経発達につい

ての疫学研究」金沢医科大学共同研究 平成 25－26年 

このように本交流事業終了後も，形成されたネットワークを活用して，各国が自国

で得たグラントにより共同研究及びアジア若手人材育成を継続・拡大していく予定

である。 
 
（８）本研究交流事業により全期間中に発表された論文 

  全期間の論文総数   77本 

 相手国参加研究者との共著 32本 
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７．平成２５年度及び全期間にわたる研究交流実績状況 
７－１ 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 

（英文）TRAN Hai Anh, Military Medical University, Junior 
Professor 

参加者数  日本側参加者数       69名 

ベトナム側参加者数     138名 

２５年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

【研究交流活動】 

今年度は，日本側コーディネーターである西条教授らが 8月にベトナ

ム軍医大学に，またベトナム軍医大学側から Vu Dang Khien 教授をは

じめ 5人の研究者が 11月に来日して 12月に開催予定の共同シンポジウ

ムについて調整するとともに，これまでの研究結果及び今年度の最終研

究計画についてディスカッションし，来年度以降の共同研究についてデ

ィスカッションした。また，ベトナム人留学生が引き続き１年間日本に

滞在し，日本人研究者のもと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）を継続

して行った。富山大学では，ベトナム側と共同でマウス，ラット及びサ

ルを用いて上丘並びに視床枕を含む皮質下領域が自閉症等の発症に関

わること明らかにするとともに，新規化合物 T-817MA が自閉症の治療

薬として有用であることを明らかにした。また，ダイオキシンに暴露さ

れたラットの自閉症様行動（今年度は味覚嗜好性の変化について検討）

について三大学の研究者が共同で明らかにした。一方，金沢医科大は，

ベトナム側と共同で 2つの汚染地域（ダナン市テンケー地区及びビエン

ホア市）を主な交流目標対象とし，4-5 月にはビエンホア市で，ベーリ

ー乳幼児発達尺度を用いた 6 ヶ月児健診を，ビエンホア市の 10 箇所の

保健センターの協力のもとで行い，11-12 月にはテンケー地区病院の病

院長，産婦人科医師，予防医学科医師，ベトナム軍医大学医師及び金沢

医科大学研究者からなる調査チームにより，5歳時追跡調査を実施した。

また，調査対象両地域で得られた試料は，ベトナム軍医大学で前処理し，

金沢医科大学で分析した。この過程においてベトナム側研究者は，日本
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において自閉症や注意欠陥・多動性障害(ADHD)等と関連していること

が報告されている諸液性因子(BDNF, 性ホルモン)について研修した。

また，臍帯・臍帯血中ダイオキシンについては，金沢医科大に新たな前

処理装置を設置し，ベトナム人留学生と共同で分析のプロトコールを完

成させ，現在分析を続行中である。なお，コントロール地区としてハノ

イ市を選び，その小児コホート立ち上げに向け，準備を行っている（H26

年 4月開始予定）。 

また 2 月にブラジリア大学トーマス教授が共同研究実施のため来日

し，ブラジリア大で行っている共同研究の研究成果（プレパルス抑制に

対するサル上丘破壊の効果）についてディスカッションするとともに今

後の共同研究について検討した。 

【得られた成果】 

日本側及びベトナム側研究者が共通の目的である「ダイオキシン類に

よる乳幼児発達障害の脳科学的並びに疫学的解明」に向け，脳科学・疫

学の両アプローチによる共同研究をさらに進めることにより，ベトナム

において，これまであまり注目されてこなかった分野である脳発達障害

がベトナム側研究者のみならず政府，医療関係者にも注目されるように

なってきた。今年度の研究は，さらに以下の研究成果が期待され，ベト

ナム側の注目を集めると推測される。 

 脳発達の神経物質的基盤の研究では，自閉症発症の神経基盤に前頭葉

及び種々の皮質下領域が関わることが明らかになった。脳発達の臨床

的・疫学的研究では，5 歳になった汚染地区（ダナン市テンケー地区）

出生児 120名について，身体測定や協調運動発達尺度 M-ABC-II，自閉

症調査尺度（ASRS）や多動・注意欠陥症候群尺度（ADHD-RS）を用

いた調査を行い，3 歳時に認められたダイオキシンの発達への影響が継

続，顕在化しており，さらに 3 歳では明らかでなかった ADHD 傾向や

軽度の協調運動障害を示す児も存在することが明らかになった。そのデ

ータに基づいて，ハイリスクグループを選定し，ベトナム軍医大学医師，

日本側研究者，医師，及び作業療法士による保健指導を行った。また，

障害軽減のための療育的介入方法について試案を作成した。療育的介入

はベトナムで試みられていない新しい方策であり，現地の医療・保健レ

ベルの向上に寄与すると考えられる。 

また，脳発達の臨床的・疫学的研究では，ベトナム汚染地（ダナン市

テンケー地区）における乳幼児発達調査が，現地の協力を得て今年度で

5 年目の実施となり，貴重な前向き研究に関するデータを蓄積すること

ができた。これにより，国際学会にて本成果を公表するとともに，論文

等による共同研究の成果発表に向けて研究を継続している。 
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 さらに，既にベトナム軍医大学内に設置済みの【ニューロサイエン

ス・ラボ】に加え，平成 25 年度新たにベトナム軍医大学に【医生物学

薬学研究センター】が，また同大学病院内に産婦人科医師及び毒性学医

師との研究チームのもと【ハノイ新生児コホート】がそれぞれ立ち上が

ることで，ベトナム軍医大学内の研究体制も整い，【脳科学】と【疫学】

の共同研究が本事業終了後もベトナム国内において持続可能となるも

のと期待される。特に【ハノイ新生児コホート】に関しては，ベトナム

汚染地のコホートの対照となると考えられ，新生児及び乳幼児脳波を測

定して脳発達障害を早期にかつ客観的にスクリーニングできる可能性

が期待された。また，ベトナム軍医大学内に，富山大学動物実験施設を

手本に【動物実験センター】が新設されることが決定された。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

【研究交流活動】 

 

 平成 21 年度（2009 年）の本事業開始から平成 25 年度（2013 年）の

事業終了までの交流実績（日本側）は，派遣総数 37人／377人日，受入

総数 61 人／7,328 人日で，交流総数は 98 人／7,705 人日に及ぶ。図に

示す特徴としては，ベトナム側からの受入総数が日本側からベトナムへ

の派遣総数と比較して圧倒的に多くなっている。これは，本事業の研究

交流目標にも挙げているとおり， ベトナムから研究者及び留学生を受

け入れ，共同研究を通じて，各専門分野の高度医療人あるいは研究者を

養成し，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

的としているためで，日本側研究者の滞在期間が 1 週間～1 ヶ月以内と

短期であるのに対し，ベトナム側研究者は，日本での滞在が長期（年単

位）となっている。 
【得られた成果】 

 本研究交流により，ダイオキシンによる脳発達障害に関して脳科学的

研究並びに疫学的研究を展開し，脳科学的研究により発症機序の一端
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を，また疫学的研究により母乳中汚染濃度との関連性を明らかにでき

た。同交流過程において，ベトナム軍医大学における人的資源に貢献し

（日本側に留学経験者 7人がベトナム軍医大学及び関連施設の要職に就

任予定），またベトナム軍医大学における研究拠点形成（ニューロサイ

エンス・ラボ，医生物学薬学研究センター，動物実験センター）に貢献

した。さらに，ベトナム軍医大学だけでなく，天然資源環境省，ベトナ

ム厚生省，及び現地行政機関等を含む研究ネットワークを構築でき，今

後の研究に活用する予定である。 

 
７－２ セミナー 

（１）全期間において実施したセミナー件数 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

国内開催  ２回  １回  １回  １回  ０回 

海外開催  １回  ２回  ２回  ３回  ３回 

合計  ３回  ３回  ３回  ４回  ３回 

 

（２）平成２５年度セミナー実施状況 

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 9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 9th 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 25 年 5月 8日 ～ 平成 25年 5月 8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，県職員会館ホテル 71 
（英文）Vietnam, BienHoa, Guest House 71 

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 
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参加者数 

A. 1/ 17

B. 0

A. 15/ 15

B. 28

A.

B.

A. 16/ 32

B. 28

日本
<人／人日>

ベトナム
<人／人日>

<人／人日>

合計
<人／人日>

セミナー開催国
（ベトナム ）

派遣先

派遣元

 
備考：日本側参加研究者の出張期間は，セミナー前の共同研究期間が含まれている。 
 
A. 本事業参加者（参加研究者リストの研究者等） 
B. 一般参加者（参加研究者リスト以外の研究者等） 
※日数は，出張期間（渡航日，帰国日を含めた期間）としてください。これによりがたい

場合は，備考欄を設け，注意書きを付してください。 
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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，2）心理発達検査等による小児脳神経発達の評価方法について

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，これまでのダナン市での共同研究に基づき，1）小児脳神経発達

の疫学的調査結果，2)ダイオキシン暴露の危険因子について報告する。また 3)
ビエンホア市における出生時及び 1ヶ月時健診結果，並びに母乳中ダイオキシ

ン分析結果（中間報告）を紹介する。以上により，ベトナム現地の医療関係者

に本共同研究の成果をフィードバックし，現地で行われている調査への理解を

深めるとともに，今後の研究計画について意見交換を行う。 

セミナーの成果 金沢医科大学研究者がビエンホア市を訪問し，当地ホットスポットで，昨年 9

月より行ってきたダイオキシンの疫学調査について，今回は，6 か月時点での

脳神経発達検査を行ったことの報告に加え，心理発達検査等による小児脳神経

発達の評価方法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した。

さらに，本年 11 月末に行う食事調査の説明を行い，今後の研究へのさらなる

協力を要請した。また，ベトナム軍医大学の研究者が，既存のダナン市での共

同研究結果と，ビエンホア市で行った出生時及び 1か月児の身体計測値や初産

婦における母乳中ダイオキシン暴露レベルについて，ダナン市ホットスポット

住民との比較を行って報告した。また，ビエンホア市における出生時及び 1ヶ

月時健診時，身体測定結果のダナン市，並びに母乳中ダイオキシン暴露レベル

（中間報告）についてのダナン市ホットスポット住民との比較した結果を報告

した。以上により，ベトナム現地の医療関係者に本共同研究の成果をフィード

バックし，現地で行われている調査への理解を深めるとともに，今後の研究計

画について意見交換を行った。本セミナーには，本事業参加研究者 16 名に加

え，現地参加者 28名（ドンナイ州政府健康部門長，ビエンホア市健康部門長，

オレンジ剤被害者団体元地方行政官他医療従事者等）の合計 44 名が参加した。

当地域での研究結果説明会の開催は，初めてであったようで，現地のデータが

解析され，現地域内の各コミューン間での比較や，ダナン市との比較などから，

ビエンホア市のホットスポットは TCDD が他の異性体に比べ，顕著に高く特

徴的であることや，これまでに調査の頻繁に行われてきた 2つのコミューンだ

けでなく，他の基地周辺コミューンでも母乳中ダイオキシンが高いことなど

が，参加者全員に認識され，調査への理解が深くなり，また今後の調査に期待

が寄せられた。討論の中で，データの解析方法については，ビエンホア市保健

センター長より，母親の栄養状態や在胎週数などの要因の調整の必要性やコン

トロールとの比較などが要望され，次回セミナーで再解析結果を報告すること

となった。 
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      金額 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 10 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 10th 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 25 年 12月 11日 ～ 平成 25年 12月 11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  

A. 3/ 55

B. 0

A. 49/ 49

B. 2

A.

B.

A. 52/ 104

B. 2

日本
<人／人日>

ベトナム
<人／人日>

<人／人日>

合計
<人／人日>

セミナー開催国
（ベトナム ）

派遣先

派遣元

 
備考：日本側参加研究者の出張期間は，セミナー前後の共同研究期間が含まれている。 
 
A. 本事業参加者（参加研究者リストの研究者等） 
B. 一般参加者（参加研究者リスト以外の研究者等） 
※日数は，出張期間（渡航日，帰国日を含めた期間）としてください。これによりがたい
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場合は，備考欄を設け，注意書きを付してください。 

セミナー開催

の目的 
金沢医科大学研究者が，福井大学小児神経専門医と共にダナン市を訪問

し，1）小児の脳発達障害に関する最近の知見，2）心理発達検査等による

小児脳神経発達の評価方法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，これまでの共同研

究に基づき，1）小児脳神経発達の疫学的調査結果及び 2)発達障害発症の

乳児期予測因子について報告する。以上により，ベトナム現地の医療関係

者に本共同研究の成果をフィードバックする。これにより現地研究実施者

に現在ダナン市で行われている調査の意義を理解させるとともに，今後の

研究計画について意見交換を行う。さらに，小児神経発達障害の医療介入

についての最近の知見をベトナム現地医療関係者に紹介し，地域における

障害児療育のモデル事業に関する基礎知識を提供する。 
セミナーの成

果 
本セミナーには，本事業参加研究者 52 名に加え，現地参加者 2 名（ベト

ナム障害者連盟役員，ダナン障害児デイケアセンター職員）の合計 54 名

が参加した。セミナーに先立ち，ダナン市テンケー地区 5歳児検診を行い，

120名につき認知機能検査及び協調運動障害や社会情動行動や多動・注意

欠陥に関する質問紙調査などを行った。セミナーでは，今回行った心理発

達検査等による小児脳神経発達の評価方法についての説明をベトナム側

研究者により行った。また，発達障害，特に協調運動障害についての小児

科医による教育講演を福井大学小児科中井医師が行い，発達障害児の視覚

支援について富山大学大学院生で，作業療法士でもある小沢が講演を行

い，より臨床的，介入的な観点からの講演を行った。なお，3歳児検診の

データから，ダイオキシン暴露が自閉症様症状を増加させる可能性を得た

ことを報告したが，ベトナム軍医科大研究者ではなく，金沢医科大学研究

者が説明を行った。発達障害については，最近ベトナムでも知られるよう

になったばかりであり，本セミナーは，専門医から直接，最新の知見を提

供されるよい機会となった。しかし，短時間の講演では十分理解しがたい

ところもあり，継続的な教育機会の提供が要望された。また，試験的に一

部の発達障害児について，介入方法を検討することを試みたが，ベトナム

の伝承あそびの利用など，現地に適した方法の開発が福井大学小児科医師

からも提案され，ベトナム側と交流することを継続して，さらに適した療

育的介入方法を検討する必要性が日越双方の参加者から確認された。 
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       金額 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「脳科学と疫学の

連携による脳発達のメカニズム及びその障害発症機構の解明」（ベ

トナム軍医大学主催，JSPS アジア研究教育拠点事業，富山大学共

催）」 
（英文）JSPS Asian CORE Program “Multidisciplinary studies 
by brain sciences and epidemiology on brain development and 
developmental deficits (This seminar is co-hosted by Vietnam 
Military Medical University and JSPS Asian CORE Program, 
and University of Toyama) “ 

開催期間 平成 25 年 12月 14日 ～ 平成 25年 12月 14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 
(※日本以外で開催の場合) 

（英文）Tran Hai Anh・Military Medical University・Junior 
Professor 

 
参加者数 

A. 9/ 85

B. 2

A. 68/ 68

B. 0

A.

B.

A. 77/ 153

B. 2

日本
<人／人日>

ベトナム
<人／人日>

<人／人日>

合計
<人／人日>

セミナー開催国
（ベトナム ）

派遣先

派遣元

 
備考：日本側参加研究者の出張期間は，セミナー前後の共同研究・研究者交流期間が含ま

れている。 
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セミナー開催

の目的 
本シンポジウムは，申請時当初は日本において開催予定であったが，昨年

度の双方のコーディネーターの協議により，より広範な参加者が期待され

るベトナム国ハノイ市で開催することとなった。富山大学及び金沢医科大

学研究者がベトナム軍医大学を訪問し，1)社会行動の神経機構並びにその

障害発症機構，2)小児脳神経発達のベトナムにおける検査法の標準化，3）

ベトナムにおける小児成長・脳神経発達の疫学調査とダイオキシン暴露と

の関係について発表する。一方，ベトナム軍医大学の研究者は，ベトナム

軍医科大学における大脳辺縁系の病態並びにダイオキシン研究の進捗状況

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

究者がお互いの研究をまとめ，問題点について意見を交換する。また，以

上により本プログラムの成果を総括し，本事業終了後の共同計画について

討議することを目的とする。 
セミナーの成

果 
本セミナーには，日本側参加研究者 9名，ベトナム側参加研究者 68名及び

富山大学学長，事務職員の合計 79名が参加した。本シンポジウムでは，富

山大学及びベトナム軍医大学の両学長が挨拶し，これまでの 5 年間の協力

関係について再確認し，謝辞を述べた。続いてアジアコアプログラムの最

新の研究成果について報告され，ダイオキシン汚染では，特に母乳中 TCDD
が高濃度であった乳幼児は，生後 3-4 ヶ月齢では，運動，情動，言語機能

の等の高次脳機能の発達障害を示すが，3 歳児になるとこれら高次脳機能

の発達障害が消失し，代わりにアスペルガー症候群様のコミュニケーショ

ン障害を特徴とする自閉症特性を示すことが明らかにされた。一方，動物

実験により，TCDD に暴露されたラットでは，自閉症や統合失調症と同様

の障害（パルブアルブミン陽性ニューロンの障害による社会行動の障害）

を示すことが明らかにされた。以上により，ダイオキシン汚染による高次

脳機能障害に関する脳科学的研究と疫学的研究の成果が 3大学（富山大学，

金沢医科大学，ベトナム軍医大学）共同で発表され，ベトナムにおける乳

幼児発達研究の重要性がベトナム人研究者において再認識された。また，

福井大学の研究者が，これら障害児の養育法について発表し討論した。こ

れまで，このような小児の脳発達研究は，ベトナムではほとんど行われて

こなかったが，本アジアコアプログラムに関連して，本年において自閉症

関連のグラントがベトナム軍医大学では 3 件，ハノイ医科大学では 1 件認

可され，着実に研究者が育成されていることが確認された。なお，シンポ

ジウム終了後の合同ランチにおいて，富山大学及びベトナム軍医大学の両

学長で会談し，今後一層共同研究を含めて協力関係を強めて行くことに合

意するとともに，来年度にベトナム軍医大学学長が日本側を訪問すること

となった。 
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７－３ 研究者交流（共同研究，セミナー以外の交流） 

（１）平成 25年度実施状況 

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 

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 25 年 12 月

12日～12月 16日 

今後の事業計画について協議す

るとともに，ベトナム側研究者

と共同研究進捗状況について検

討した。 

Military Medical  
University ・

Professor・Vu Dang 

Khien 

 

 

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 11月 5

日～11月 7日 

今後の事業計画に関する打合せ

及び富山大学の動物実験施設・

NICU センターと金沢医科大学の

アナトミーセンターを視察し

た。 

Military Medical  
University ・

AssociiateProfessor・

Nguyen Trong Chinh 

 

 

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 11月 5

日～11月 7日 

今後の事業計画に関する打合せ

及び富山大学の動物実験施設・

NICU センターと金沢医科大学の

アナトミーセンターを視察し

た。 

Military Medical  
University ・

Professor ・ Nguyen 

Viet Trung 

 

 

富山大学医学

薬学研究部・教

授 

西条 寿夫 

(日本・富山

平成 25年 11月 5

日～11月 7日 

今後の事業計画に関する打合せ

及び富山大学の動物実験施設・

NICU センターと金沢医科大学の

アナトミーセンターを視察し

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    外国旅費       金額  232,540円 

（ベトナム）

側 

内容    会議費        金額  200,000円 



 
 
34 

市・富山大学) 

Military Medical  
University ・

Associiate Lecturer・

Nguyen Duy Bac 

 

 

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 11月 5

日～11月 7日 

今後の事業計画に関する打合せ

及び富山大学の動物実験施設・

NICU センターと金沢医科大学の

アナトミーセンターを視察し

た。 

Military Institute of 

Traditional 

Medicine ・ Vice 

Director・Pham Xuan 

Phong 

 

 

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 11月 5

日～11月 7日 

今後の事業計画に関する打合せ

及び富山大学の動物実験施設・

NICU センターと金沢医科大学の

アナトミーセンターを視察し

た。 

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 

平成 25年 

5月 31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。 

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 25年 

5 月 13 日～5 月

16 日，5 月 21 日

～5月 24日，9月

8日～9月 12日，

10月 13日～10月

16日，11月 13日

～11月 16日，平

成 26年 1月 14日

～1月 18日，1月

27日～1月 30日 

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）を行った。 

 

（２）全期間にわたる実施状況概要 

 十分な予備的な共同研究の後，H21 年度より本研究交流を開始した。1）富山大学及び金

沢医科大学では，ベトナム人研究者，日本人研究者，及びモンゴル人研究者（日本側メン

バー）等が週 1-2 回集合してセミナー（ジャーナルクラブ，研究成果報告）を英語で定期

的に開催している。2）小野武年（富山大学特任教授）氏が，過去の経験を活かして 1-2回

／月のペースで富山大学を訪問して大学院生を含む若手研究者に論文指導を行った（他経
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費によるものを含む）。3）平成 23 年 10 月には，ベトナム軍医大学長が富山大学及び金沢

医科大学を訪問し，今後の本事業における協力体制について討議するとともに，特に富山

大学においては，学術交流に関する部局間協定期間満了に伴い大学間協定を新たに締結し，

大学としての協力体制を整備した。また，この際に富山大学側主催の交換歓迎会を開催し，

富山大学側から本プログラム関係者以外にも多くの研究者が出席して共同研究についてデ

ィスカッションした。4）平成 24 年には，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 12 月に来日して，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及び金沢医大関係者（西条旨子准教授）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（計画外セミナーで 24年度報告書セミナーには含まれていない）を

開催した。その際に，多くのベトナム人研究者と本アジアコアプログラムについて討論を

行うことができた。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。5）平成 25 年度は，富山大学，金沢医科大学及び福井大学関係者並びに富山大学

学長が，最終シンポジウム開催のためベトナム軍医大学を訪問した。その際に，今後の共

同研究のため，ベトナム軍医大学学長を含むベトナム側関係者とディスカッションを行っ

た。さらに，日本側一行は，ベトナム科学技術省（VMOST），ハノイ医科大学，ベトナム

科学技術アカデミー（VAST）を訪問し，同共同研究に対する協力への賛同を得た。 

 

７－４ 中間評価の指摘事項等を踏まえた対応 

1.脳科学と疫学研究の連携を日越双方で強化した。 

 1)ダイオキシン毒性により脳発達障害，特に自閉症や統合失調症様の陰性症状が発症す

る過程を動物実験で検証するため，特殊実験施設のある金沢医科大で動物に TCDD を暴露

させ，脳を取り出した後に富山大学でさらに脳標本を脳科学的に詳しく解析した。その結

果，TCDD を暴露した動物では，自閉症や統合失調症と同様にパルブアルブミン陽性ニュ

ーロンが減少することを明らかにしている（Toxicology, 2013）（別紙論文リスト 54 番:別

刷添付有）。さらに，皮質下（膝状体外視覚系：上丘，扁桃体）ではパルブアルブミン陽性

ニューロンが減少するが，逆に前頭葉では増加するということが判明し，アスペルガー症

候群（高次脳機能が維持されているがコミュニケーションが障害されている）の病態を示

唆する興味深いデータが得られた。本実験には，金沢医科大，富山大学，及びベトナム軍

医大学の研究者が参加した。 

 2)ダナン市のコホートの疫学的追跡調査により，TCDD の暴露が高度であった小児では，

一般的な脳機能は障害されないがコミュニケーション能力が障害されるアスペルガー症候

群様症状を示すことが明らかになった（Molecular Psychiatry, 2014）（別紙論文リスト 67

番:別刷添付有）。本研究は，ダイオキシンが自閉症発症に関与する可能性を初めて明らか

にしたものであり，雑誌社から世界中の主な報道機関にプレスリリースが行われた。本実
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験にも，金沢医科大，富山大学，及びベトナム軍医大学の研究者が参加した。 

 3)以上の成果を受けて，富山大学側では，パルブアルブミン陽性ニューロンが減少する

モデルマウス（PDGFR-ß KO マウス）を用いた研究を強化した。その結果，これらの動物

では社会行動と脳波のガンマオシレーションが低下しており，新規合成薬剤（T-817MA）

投与により，これらの障害が改善することが明らかになった。 

 4)また，脳科学的研究では，自閉症発症に関わる動物研究を行い，特に膝状体外視覚系

の機能低下や破壊で自閉症様症状が現れることを明らかにした。 

 

2. 研究者交流（国際シンポジウム）により，動物実験とヒトの疫学的調査の溝を埋め

る努力を行う 

 ダイオキシン類に関するセッションを 3度の国際会議（ダイオキシン 2011, 2012, 2013）

で，ベトナム側と共同で開催した。また，ベトナム軍医大学における最終セミナーでは，

動物実験により明らかにされた大脳辺縁系における抑制ニュ―ロンの変化がダイオキシン

により生じた社会情動行動の異常のメカニズムとなっていることを発表し，ベトナムの高

濃度汚染地域の幼児で認められた自閉症傾向のメカニズムとして矛盾しない結果であると

の合意を得た。また，胎児期のダイオキシンによる脳の変化を研究することの必要性につ

いても一致し，今後，非汚染地域及びビエンホア市の TCDD の高濃度汚染地域の新生児に

ついて脳波検査を実施し，ダイオキシンの胎児脳への影響について研究を進めていくこと

となった。 

 

3. 疫学的研究において，新たにより適切なコントロール地域コホートを導入する。 

 ベトナムにおいてダイオキシン汚染が無いと推定されるハノイ市内（べトナム軍医大学）

において，新たにコントロール地域コホートを立ち上げた。これにより，今後生後 6カ月，

2歳，3 歳までコントロール地域を拡大して追跡調査し，脳神経発達や自閉症などの発達障

害の発症とダイオキシン暴露との関連について，さらに詳しく解明していく予定である。 
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８．研究交流実績総人数・人日数 
８－１ 平成２５年度の相手国との交流実績 

　　  派遣先

派遣元
四半期

1 1/ 17 ( 0/ 0 ) 1/ 17 ( 0/ 0 )

2 2/ 10 ( 0/ 0 ) 2/ 10 ( 0/ 0 )

3 9/ 85 ( 1/ 6 ) 9/ 85 ( 1/ 6 )

4 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

計 12/ 112 ( 1/ 6 ) 12/ 112 ( 1/ 6 )

1 5/ 1269 ( 5/ 1289 ) 5/ 1269 ( 5/ 1289 )

2 1/ 1 ( 0/ 0 ) 1/ 1 ( 0/ 0 )

3 6/ 17 ( 1/ 100 ) 6/ 17 ( 1/ 100 )

4 1/ 78 ( 0/ 0 ) 1/ 78 ( 0/ 0 )

計 13/ 1365 ( 6/ 1389 ) 13/ 1365 ( 6/ 1389 )

1 0/ 0 ( 3/ 791 ) ( ) 0/ 0 ( 3/ 791 )

2 0/ 0 ( 0/ 0 ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

3 0/ 0 ( 0/ 0 ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

4 1/ 3 ( 0/ 0 ) ( ) 1/ 3 ( 0/ 0 )

計 1/ 3 ( 3/ 791 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 1/ 3 ( 3/ 791 )

1 0/ 0 ( 0/ 0 ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

2 0/ 0 ( 0/ 0 ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

3 0/ 0 ( 0/ 0 ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

4 1/ 4 ( 0/ 0 ) ( ) 1/ 4 ( 0/ 0 )

計 1/ 4 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 1/ 4 ( 0/ 0 )

1 5/ 1269 ( 8/ 2080 ) 1/ 17 ( 0/ 0 ) 6/ 1286 ( 8/ 2080 )

2 1/ 1 ( 0/ 0 ) 2/ 10 ( 0/ 0 ) 3/ 11 ( 0/ 0 )

3 6/ 17 ( 1/ 100 ) 9/ 85 ( 1/ 6 ) 15/ 102 ( 2/ 106 )

4 3/ 85 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 3/ 85 ( 0/ 0 )

計 15/ 1372 ( 9/ 2180 ) 12/ 112 ( 1/ 6 ) 27/ 1484 ( 10/ 2186 )

合計

ベトナム

モンゴル
（日本側
参加研究

者）

ブラジル
（日本側
参加研究

者）

合計

日本

日本 ベトナム

※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。 

 

８－２ 平成２５年度の国内での交流実績 

4/ 10 ( 0/ 0 ) 3/ 7 ( 2/ 8 ) 4/ 12 ( 0/ 0 ) 3/ 12 ( 2/ 7 ) 14/ 41 ( 4/ 15 )

1 2 3 4 合計

 

８－３ 全期間にわたる派遣・受入人数 

年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

派 遣 人 数

（人） 

5（3） 6 7 7（1） 12（1） 

受 入 人 数

（人） 

13（8） 7（12） 13（6） 13（11） 15（9） 

※各年度の実施報告書９－１（各年度の相手国との交流実績表）の人数を転記してくださ

い。相手国側マッチングファンド等日本側予算によらない交流については（ ）で記載し

てください。 
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９．経費使用総額 

９―１ 平成２５年度経費使用額                 （単位 円） 

経費内訳 金額 備考

国内旅費 5,771,010

外国旅費 1,471,723

謝金 902,000

備品・消耗品
購入費

316,781

その他の経費 538,486

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

0

計 9,000,000
研究交流経費配分額以内であ
ること。

900,000

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。

9,900,000

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。

研究交流経費

合　　計

業務委託手数料

 
９―２ 全期間にわたる経費使用額               （単位 千円） 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

国内旅費 5,466 7,626 8,726 7,829 5,771

外国旅費 924 516 1,340 1,156 1,472

謝金 89 366 150 0 902

備品・消耗品
購入費

4,172 1,691 44 249 317

その他の経費 149 61 0 0 538

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

0 0 0 0 0

合計 10,800 10,260 10,260 9,234 9,000

※各年度の実施報告書１１（H21～23），１０（H24）（各年度の経費使用額）を千円単位に

して転記してください。 
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１０．相手国マッチングファンド使用額 

１０－１平成 25年度使用額 

相手国名 経費負担区分 

平成２５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 2 2,062,500,000[VND] 
998万円相当     

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。 

※経費負担区分 

 パターン１：日本側研究者の経費は振興会が，相手国側研究者の経費は相手国側学術振興機関等が負担。 

 パターン２：派遣国が派遣にかかる費用を負担し，受入国が受入にかかる滞在費等を負担。 

 

１０－２ 全期間にわたる相手国のマッチングファンドの状況概要 

以下１～5 全て VMOST（Ministry of Science and Technology）よりマッチングファ

ンドを得ている。 

1.2008 年 4 月-2009 年 12 月 1,380,000,000 [VND]（6,677,527 円） 
Research Theme: 
Molecular mechanisms and behavioral traits in Alzheimer and Parkinson models. 
2.2009 年 4 月-2010 年 12 月 3,000,000,000[VND]（14,516,364 円） 
Research Theme: 
Research on the effects of neuromodulators in cognition; models for schizophrenia 
and strokes. 
3.2011 年 4 月-2013 年 12 月 4,000,000,000[VND]（19,355,152 円） 
Research Theme: 
Role of the subcortical nuclei in brain development. 
4.2010 年 4 月-2012 年 12 月 6,000,000,000[VND]（29,032,727 円） 
Research Theme: 
Research on the effects of neuromodulators in cognition; models for schizophrenia 
and strokes. 
5.2013 年 4 月-2014 年 12 月 4,500,000,000[VND]（21,774,545 円） 
Research Theme: 
The role of the subcortical nuclei in brain development. 
Collaborative research on changes of behavioral improving methods in autisms. 
   （円換算は，平成 25 年度使用額と同じ換算レートに基づいている） 
総額 18,880,000,000[VND]（91,356,315 円） 
 


