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アジア研究教育拠点事業 
平成２５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： 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（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

（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 
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（和文）天然資源環境省 

 

 経費負担区分：パターン 2 

 

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 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。
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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。 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

「研究協力体制の構築」 

 脳発達の神経・物質的基盤研究では，平成 22年度は，ベトナム側より９人の研究者が富

山大学に長期滞在し，日本人研究者の指導によりサル，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を開始した。一方，ベトナム軍医大学においては，事業開始

年度である平成 21年度において基本的な神経生理学的実験システムを日本人研究者の助言

に基づき整備したが，平成 22年度は日本人研究者が 2度訪問し，実際に神経活動を記録す

る場合の諸条件をチェックした。また，平成 22 年度に日本人研究者の助言に基づいて構築

したベトナム側の行動学的実験設備「ニューロサイエンス・ラボ」においてサルの飼育を

実際に開始している。さらに，平成 22年度ベトナム軍医大学におけるヒトの神経心理学的

研究に，MRI による脳の形態学的解析を導入するため，日本人研究者が解析ソフトウエア

の購入及びソフトウエアのインストールを指導し（ベトナム側の予算措置による），解析体

制を整備している。平成 23年度には，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，今後の協力体制について討議するとともに，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として新たに締結し，今後の協力体制の強化を

図った。平成 24年度は，日本及びベトナム側のコーディネーターがそれぞれの相手国を訪

問して，相手国側関係機関に本事業への協力を要請するとともに，来年度の実施計画なら

びに【脳科学】と【疫学】の合同シンポジウム開催について協議した。 

 脳発達の臨床的・疫学的研究では，開始年度（平成 21年度）に引き続き平成 22年 11月

に，ダナン市軽度汚染地区軽度汚染地域（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７ヶ所のコミューン保健センター医師及び看護師の協力を得て，妊

産婦管理や乳幼児保健についての保健技術教育を行うとともに，同地区出生児の追跡調査

の協力を依頼し，同時にベトナム軍医大学医生物学薬学研究センターにおいて，脂肪抽出

した測定用母乳サンプルを日本に持ち帰り精製し，ダイオキシンを測定する調査体制を作

り，平成 21年度から 3年間追跡調査を実施できた。 



4 

 

平成 22 年 12 月には，ベトナム軍医大学医師と枯葉剤（ダイオキシン類）貯蔵庫周辺地

域であるダナン市テンケー地区及びサンチャー地区コントロール地域の地区病院及びコミ

ューン保健センターの医師，看護師，及びダナン市予防課長等を集めてセミナーを開催し，

これまでの調査に基づき，母乳中ダイオキシン暴露の他地域との比較，出生児の身体計測

値や脳神経発達尺度と母乳中ダイオキシン濃度及び母乳摂取量とダイオキシン濃度から求

めた乳児ダイオキシン１日摂取量との関連，母乳中ダイオキシン濃度と食習慣との関連な

どに関する講演及びディスカッションを行った。その結果，ダナン市両地区が他地域に比

べ，毒性の高い TCDD のみならず，全てのダイオキシン異性体濃度が高いこと，ダイオキ

シンの母親への暴露が出生児の新生児期の身体発達や乳児期早期の脳神経発達に影響を及

ぼしていることがベトナム側出席者において認識され，引き続き研究が必要であることが

確認された。 

 さらに，平成 24年 9月には，従来のダナン市テンケー地区及びサンチャー地区に加え新

たな汚染地域であるビエンホア市を主な交流目標対象とした。ビエンホア市では，ベトナ

ム厚生省医師，ドンナイ県厚生部医師，ドンナイ県立病院の病院長，産婦人科医師，ビエ

ンホア健康センター医師，コミューン健康センター医師，看護師からなる研究チームを立

ち上げ，また新生児とその母親を新たにリクルートして，疫学調査を開始した。また，ダ

ナン市対象者については，新たに 3 歳児の発達調査のため，平成 24 年 11－12 月にサンチ

ャー地区病院の病院長，産婦人科医師，予防医学科医師，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を再結成し，平成 21年度より追跡してきた小児コホー

トの追跡調査を継続して実施した。 

 

「学術的観点」 

I. 脳発達の神経・物質的基盤研究 

1) 脳発達に重要な大脳辺縁系（上丘，視床枕，扁桃体，海馬体，中隔核，側坐核）のニュ

ーロン活動を記録する研究では，サルを用い，扁桃体及び視床枕ニューロンの顔に対する

応答性を解析した。その結果，扁桃体ニューロンは視線方向と顔方向に識別的に応答する

こと（平成 21 年度），扁桃体ニューロンは特にアイコンタクトを有する顔画像に強く応答

すること及び視床枕ニューロンは顔表情に識別的に応答すること（平成 22年度）などが明

らかになった。さらに，海馬体，中隔核及び側坐核ニューロンの応答性を解析した（平成

23 年度）。一方，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，幼若期サルを

用いて上丘を破壊した（平成 21-22年度）結果，ヘビなどの嫌悪動物のモデルに対する嫌悪

反応の低下，ならびに社会行動の障害などの特徴を呈することが平成 24年度の実験で明ら

かになった。平成 24年度はさらに，サルの視床枕ニューロンの応答を解析した結果，顔様

パターン（顔画像の低空間周波数成分に相当）に非常に短潜時に応答し，bottom-up 性の顔

の検出に関わっていることが明らかになった。また，他サルの行動を模倣しているサルの

前頭前野 (内側前頭皮質)ニューロンを記録・解析し，内側前頭皮質には，自己と他者の行
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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。 

2) 情動発達障害モデル動物を用いた実験では，神経系の発達に重要な血小板由来増殖因子

β 受容体(PDGFR-β)の条件的ノックアウト（KO）マウスの行動特性を解析した結果，社会

行動の障害等の統合失調症及び自閉症様の脳発達障害（平成 21 年度），海馬体，扁桃体及

び前頭葉においてはパルブアルブミン陽性[γ-アミノ酪酸（GABA）作動性]ニューロンの減

少（平成 22 年度），刺激誘発性同期性ガンマオシレーションも障害されていること（平成

23 年度）がそれぞれ判明した。DNA メチル化機構関連遺伝子（ATRX 遺伝子）KO マウス

では，海馬機能の異常，シナプス微細構造とその関連分子異常を明らかにし（平成 21年度），

社会行動の障害（攻撃行動の亢進）を呈することが明らかになった。（平成 23年度） 

また，ダイオキシンを胎生期に母獣に投与した仔ラットでは，胎生期の脳発達及び生後

直後の運動発達が遅れること（平成 22 年度），さらに成長後は活動亢進及び社会行動の障

害を呈すること（平成 23 年度）が明らかになった。平成 24 年度は，ダイオキシン暴露仔

ラットの行動異常に，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 ア

ルファー （CaMKIIα）及びパルブアルブミン陽性ニューロンの障害が関与していること，

また，新規合成化合物 T-817 が PDGFR 遺伝子 KO マウスにおける刺激誘発性同期性ガン

マオシレーションの障害を改善することなどが明らかになった。 

3) ヒトを用いた研究では，大きな透明中隔腔及び視床間橋の欠損を有する統合失調症患者

では，扁桃体や海馬傍回の体積が小さいことが判明し，統合失調症患者における扁桃体の

形態変化が早期の発達障害に由来することが示唆された。（平成 21 年度）また，近赤外線

分光法(NIRS)を用いて健常人を解析した結果，ヒトにおいてのみ認められ，生後に発達す

る高次情動である「自己意識的情動」に，前頭葉が重要な役割を果たしていることが示唆

された。（平成 22 年度）また，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

究を行い，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ことが明らかにな

った（平成 23年度）。平成 24年度には，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。また，男女ともに乳児期に海馬体及び扁桃体が

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 

 ダイオキシン汚染地域としてダナン市テンケー地区及びコントロール地域としてダナン

市サンチャー地区を選定し，両地区出生児の身体測定やベーリー乳幼児発達尺度を用いた

乳児発達調査を生後 4 ヶ月と１歳時に行った。（平成 21 年度）テンケー及びサンチャー両

地区のデータを枯葉剤の散布されていない北ベトナムと比較解析した結果，サンチャー地

区の方がやや低いものの，両地区とも非散布地域に比べ，母乳中ダイオキシン濃度が高い

ことが確認された。（平成 22 年度）2地区を合わせて，母乳中ダイオキシン濃度の高い群と
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低い群により対象者を分類し，身体測定値やベーリー乳幼児発達尺度を比較したところ，

高濃度群で，1歳までの男児の体重や肥満度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。（平成 23 年度）さらに，テンケー地

区の生後 1 歳までのデータを解析した結果，ベーリー脳発達尺度における情動的/社会的発

達がダイオキシンのいくつかの異性体と負の相関があり，ダイオキシン暴露により社会情

動発達も影響を受けることが判明した。これらのことから，ダイオキシン暴露が乳児の身

体的成長や脳神経発達に影響を及ぼしており，特に男子で顕著であることが示唆された。

（平成 23年度） 

平成 24年度は，新たにダナン市対象者の 3歳児発達調査を行い，乳児期に認められたダ

イオキシンの発達への影響が継続し，母乳中ダイオキシンが高い群では言語機能に加え，

粗大運動機能も低下していることを認めた。自閉症様症状を示すケースも観察され，8塩化

フランの高い群で高率に認められることを明らかにした。現在，3歳時の脳神経発達や自閉

症様症状と，生後 4 ヶ月時，及び 1 歳時の身体及び脳神経発達データとの関連性について

のより詳細な解析を進めている。 

 

「若手研究者養成」 

1)日本においては，若手研究者を対象に専門的学術集会におけるセミナー「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」(平成 21年度)を開催して，上丘-視床枕-扁

桃体系が，脳発達障害において重要な役割を果たしていることについて最新の研究データ

をレビューした。また，一般市民及び若手研究者を対象に，公開セミナー「発達障害を科

学する」(平成 21年度)，「生涯健康脳のつくり方」(平成 22年度)，「障害脳は回復するか」

(平成 23年度)及び「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」(平成 24年度)を開催し，発達障害の病因・養育上の問題，また脳発達障害が【環境

との積極的な関わり」】により代償される可能性について討論するとともに一般市民を啓蒙

した。これら公開セミナーでは，脳発達に果たす大脳辺縁系の役割及びその分子的基盤に

ついて本拠点事業の成果を分かりやすく解説した。また，同セミナーにおいて大学院生に

よるポスター展示と教員による評価を行い，優秀ポスターを発表した学生を表彰し，大学

院生の研究促進を図った(平成 23年度)。 

2) ベトナムにおいては，ベトナム軍医大学若手研究者（大学院生含む）及び地域病院の若

手医師及び看護師を対象に，日本側研究者との研究セミナーをダイオキシン汚染地及びベ

トナム軍医大学にて毎年開催し，乳児発達に関する疫学的研究の円滑化を図った。 

3）平成 24 年度まで，富山大学及び金沢医科大学に若手ベトナム人研究者を長期滞在させ

（のべ 35人／5129人日），富山大学において，学術的セミナーを定期的（1週間に１-2回）

に開催し，のべ 9 人の若手ベトナム人研究者と日本人若手研究者に英語でプレゼンテーシ

ョンさせた（論文輪読会，自己の研究データ発表等）。両国の若手研究者の全般的研究遂行

能力のレベルアップに努めた成果として，ベトナム人（ベトナム側参加者）（平成 22, 23
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年度）及び日本人(平成 23年度)の両大学院生が，富山大学及び金沢医科大学の大学院博士

課程修了時における成績優秀者(学長賞)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，ベトナム人学生の論文が投稿雑誌から優秀論文として評価された，ベトナ

ムに帰国した大学院生 1 名が，ベトナム軍医大学講師に就任するなど（平成 24 年），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。 

4)両国の大学院生及び若手研究者に国際学会においてこれまで得られたデータを発表させ

る機会を与え（合計延べ 8 件），研究者としての自立を支援した(平成 23 年度)。また，他

研究所（生理学研究所）との合同セミナーを開催し，大学院生及び若手研究者に発表及び

ディスカッションの機会を与えた(平成 24年度)。 

 

７．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
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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

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-817 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なう。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ない，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
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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，ベトナム軍医科

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）ビエンホア市汚染地域で採取された臍帯・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。 

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

診調査を詳細に行なう。 

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なうため，ベトナム軍医科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。 
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「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，さらに福井大学付属病院こども発

達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

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。 
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８．平成２５年度研究交流計画状況 

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 

TRAN Hai Anh, Military Medical University, Junior Professor 

  

参加者数 

  

日本側参加者数         68名 

（ベトナム）側参加者数        131名 

２５年度の研究

交流活動計画 

ベトナム側からは，コーディネーターのトラン教授ならびに軍医大学

大学長が富山大学を訪問し，研究計画を協議するとともに共同研究を行

う。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）を継続して行う。富山大

学では，ベトナム側と共同で大脳辺縁系を含む皮質下領域が自閉症等の

発症に関わることを検証するとともに，その治療薬について検討する。

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基で行い，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する。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する。この過程

においてベトナム側研究者は，日本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は報告されている諸液性因子

(BDNF, 性ホルモン)の測定法を研修する。また，日本人若手研究者及

び大学院生が，ベトナム軍医大学で共同研究を行う。 
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２５年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

 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皮質下

領域が関わる可能性が明らかになると推測される。脳発達の臨床的・疫

学的研究では，汚染地区出生児 130 名についての出生児身体測定や協

調運動発達尺度 M-ABC-II，自閉症調査尺度（ASRS）やコナーズ多

動・注意欠陥尺度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／増悪，あるいは軽快しているか否かにつ

いて検討する。そのデータに基づいて，ハイリスクグループを選定し，

ベトナム軍医科大学医師，日本側研究者，医師，及び作業療法士によ

る介入を行うことにより，障害の軽減を試みる。以上はベトナムで試

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

きる。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の公表も着実に進むことが期待される。 

 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】【医生物学薬学研究センター】に加え，今年度から新たにベトナム

軍医大学病院内に【ハノイ新生児コホート】が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。 
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８－２ セミナー 

―実施する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 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 10 日 ～ 平成 25 年 5 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，市内ホテル 

（英文）Vietnam, BienHoa, a downtown Hotel  

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 

(※日本以外での開催の場合) 

TRAN Hai Anh, Military Medical University, Junior 

Professor 

 

 

参加者数 

A. 1/ 1

B.

A. 16/ 16

B.

A.

B.

A. 17/ 17

B. 0

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

 

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） 
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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。 

期待される成果  同地域は，ダイオキシンの高濃度汚染地であり，これまでダナ

ン市において行なった調査研究成果をビエンホア市にも還元す

る。これにより，地域病院医師及び看護師に疫学的調査への参加

を依頼するとともに，現地調査実施者に本研究の趣旨並びに小児

の脳神経発達やダイオキシン毒性に関する理解を深めさせ，精度

の高い疫学調査を実施できることが期待される。また，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，より現地に適したモニタリング方法や対策を提言できると

考えられる。 

 さらに，同セミナーは，妊産婦管理及び乳幼児発達についての

保健技術教育を兼ねており，ベトナム現地における医療レベルの

向上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・Junior Professor・TRAN Hai Anh  

開催経費

分担内容

と概算額 

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  日 ～ 平成 25 年 12 月  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，市内ホテル 

（英文）Vietnam, Danang, a downtown Hotel  

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 

(※日本以外での開催の場合) 

TRAN Hai Anh, Military Medical University, Junior 

Professor 

 

 

参加者数 

A. 2/ 2

B.

A. 49/ 49

B.

A.

B.

A. 51/ 51

B. 0

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

 

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） 
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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。 

期待される成果  地域病院医師及び看護師に疫学的調査への参加を依頼し，現地

関係者が本研究の趣旨を理解し，現地研究実施者が小児の脳神経

発達やダイオキシン毒性に関する理解を深めることができるよう

にする。また，日本側研究者が現地を訪れることにより，最近の

標準的な診断方法や医療介入方法を紹介でき，ベトナムにおける

望ましい障害児療育システムの構築に有用な提言が行えると考え

られる。この介入方法の紹介は，現地医療スタッフからも要望さ

れているものであり，現地の医療レベルの向上に役立つと考えら

れる。 

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

と概算額 

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およ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  日 ～ 平成 25 年 12 月  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 

(※日本以外での開催の場合) 

TRAN Hai Anh, Military Medical University, Junior 

Professor 

 

参加者数 

A. 5/ 5

B.

A. 42/ 42

B.

A.

B.

A. 47/ 47

B. 0

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

 

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） 
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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なら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なら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。 

期待される成果  日本側とベトナム側がデータと知識を共有し，全データを総括

することにより，また両大学の大学長及びベトナム側協力機関代

表者らが討議に参加することにより，今後の本共同研究の発展に

向けた具体的立案ができると考えられる。また，本事業の成果と

して，特にダイオキシン類と自閉症様症状との関係を初めて縦断

的に明らかにしたことは大きな科学的・社会的意義があり，世界

的にも貴重なデータとなると考えられる。さらにこれらの成果は，

日本国内のダイオキシン対策にも大いに役立つものと考えられ

る。 

 さらに，同シンポジウムは，ベトナム軍医大学及び日本側の学

生，大学院生に対する教育講演も兼ねており，若手研究者の育成

の一助となると考えられ，ベトナム・日本両国における脳科学研

究レベルの向上に貢献することが期待できる。 

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

と概算額 

日本側 内容     外国旅費         金額  260,000円 
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（ベトナム）

側 

内容      会議費        金額  200,000円 

 

  



20 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

Military Medical  

University・ 

Director ・

NGUYEN 

TIEN BINH 

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年度 

7-9月 

 

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する。 

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 25年度 

7-9月 

 

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する。 

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年度 

12月 

 

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する。 

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年度 

10－12月 

1－3月 

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。 

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年度 

1-3月 

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

する。 
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９．平成２５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 

日本

<人／人日>
10/ 106 ( 0/ 0 ) ( ) 10/ 106 ( 0/ 0 )

ベトナム

<人／人日>
8/ 1472 ( 4/ 1460 ) ( ) 8/ 1472 ( 4/ 1460 )

モンゴル

（日本側参加

研究者）

<人／人日>

0/ 0 ( 3/ 1095 ) ( ) 0/ 0 ( 3/ 1095 )

合計

<人／人日>
8/ 1472 ( 7/ 2555 ) 10/ 106 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 18/ 1578 ( 7/ 2555 )

<人／人日>

日本

<人／人日>

ベトナム

<人／人日>

合計

<人／人日>

派遣先

派遣元

 

 

※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（ ）

をのぞいた人数・人日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

4／8<人／人日> 
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１０．平成２５年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

経費内訳 金額 備考

国内旅費 6,685,020

外国旅費 1,300,000

謝金 900,000

備品・消耗品
購入費

114,980

その他の経費 0

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

 

 

 

 


