様式１

研究拠点形成事業
平成２６年度 実施計画書
Ｂ．アジア・アフリカ学術基盤形成型
１．拠点機関
日 本 側 拠 点 機 関 ：

産業医科大学

（ ベ ト ナ ム ） 拠 点 機 関：

国立職業環境保健研究所

（ モ ン ゴ ル ） 拠 点 機 関：

モンゴル健康医科大学

（ タ イ ） 拠 点 機 関：

コンケン大学

（ マ レ ー シ ア ） 拠 点 機 関：

国連大学グローバルヘルス研究所

（ 韓 国 ） 拠 点 機 関：

労働安全衛生研究所

２．研究交流課題名
（和文）
：アジアにおける石綿関連疾患の実態解明
（交流分野：保健医療

）

（英文）
：Situational Analysis of Asbestos-related Diseases in Asia
（交流分野：Health and Medicine
研究交流課題に係るホームページ：http:// envepi.med.uoeh-u.ac.jp/aai/index.html

３．採用期間
平成 24 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日
（

3 年度目）

４．実施体制
日本側実施組織
拠点機関：産業医科大学
実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：産業医科大学・学長・東 敏昭
コーディネーター（所属部局・職・氏名）
：産業生態科学研究所・教授・高橋 謙
協力機関：労働者健康福祉機構岡山労災病院、広島大学大学院
事務組織：学校法人 産業医科大学 大学事務部 研究支援課課長（三好 千鶴子）
学校法人 産業医科大学 大学事務部 研究支援課係長（中村 洋子）

）

相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。）
（１）国名：ベトナム

拠点機関：
（英文）National Institute of Occupational and Environmental Health
（和文）国立職業環境保健研究所
コーディネーター（所属部局・職・氏名）
：（英文）Director：Nguyen Duy BAO
協力機関：
（英文）Hanoi Medical University
（和文）ハノイ医科大学
（２）国名：モンゴル
拠点機関：
（英文）Health Sciences University of Mongolia
（和文）モンゴル健康医科大学
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Head of Department：Erdenechimeg
ERDENEBAYAR
（３）国名：タイ
拠点機関：
（英文）Khon Kaen University
（和文）コンケン大学
コーディネーター（所属部局・職・氏名）
：
（英文）Associate Professor：Naesinee CHAIEAR
協力機関①：
（英文）Chulabhorn Research Institute
（和文）チュラボーン研究所
協力機関②：
（英文）Ministry of Public Health
（和文）保健省
（４）国名：マレーシア
拠点機関：
（英文）United Nations University-International Institute for Global Health
（和文）国連大学グローバルヘルス研究所
コーディネーター（所属部局・職・氏名）
：（英文）Professor：Syed Mohamed ALJUNID
（５）国名：韓国
拠点機関：
（英文）Occupational Safety and Health Research Institute (KOSHA)
（和文）労働安全衛生研究所
コーディネーター（所属部局・職・氏名）
：
（英文）Director General of Technology(KOSHA)：
Seong-Kyu KANG
協力機関①：
（英文）Pusan National University
（和文）国立釜山大学校
協力機関②：
（英文）Kosin University
（和文）高神大学校
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５．全期間を通じた研究交流目標
アジアは 21 世紀に入って以降、アスベスト（以下、石綿）消費量が全世界の三分の二を占めるに
至り、石綿使用の中心地帯となったが、域内では日韓等先進国と新興・途上国の間に状況格差が
ある。日本は 05 年のクボタショックの際、健康被害の懸念の拡がりを受け石綿使用を全面禁止、
韓国もやや遅れて日本に似る歩みをたどってきた。他方、アジアの新興・途上国は急速な経済発
展に伴い、入手しやすく安価な工業原料である石綿に今なお依存し続けているため将来の潜在患
者を多く抱えている。世界保健機関 WHO は 09 年、「石綿関連疾患」の定義を拡大し、従来の悪
性中皮腫（以下、中皮腫）
・肺がん・石綿肺症に加え、喉頭がん・卵巣がん・消化器系がんも石綿
曝露と関連する可能性を強調した。しかし、中皮腫を除き「石綿関連」とする科学的根拠にコン
センサスはなく、その実態解明は進んでいない。既に 06 年に WHO は国際労働機関 ILO と共に
石綿関連疾患の根絶とそのための国際協力の必要性を宣言しており、今後石綿関連疾患の中心と
なる地帯において正確で精緻な実態把握を進めるべき機運が高まっている。石綿関連疾患は曝露
から疾病発生まで数十年を要する（つまり潜伏期間が長い）ため、流行の異なる段階にある複数
の国が経験や技術の共有を図りながら共同研究を推進するメリットがある。特に日本は過去の石
綿依存の実態を反映し、累積の中皮腫患者数が既に世界 3 位に達している上、今後の大幅増加も
科学的に予測され、先導すべき役割を負っている。またアジアの新興・途上国は日本から数年～
数十年遅れで石綿依存を強めてきたため、一部で中皮腫が診断され始めるなど、近い将来想定さ
れる流行の兆しが見える。そこで本交流では先行事業で構築済みの学術基盤を発展させる形で、
日韓が連携し、石綿関連疾患対策に着手しているアジアの新興・途上国で石綿関連疾患の診断・
報告・登録の各技術精度を高めながらの精緻な石綿関連疾患の実態解明を目標とする。アジアで
の国際研究交流を通じて、最終目標となる世界での石綿関連疾患の根絶に向けた貢献を果たす。

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況
平成 24 および 25 年度に第 5 および 6 回の国際セミナー（AAI-5,AAI-6）を共同開催した。二回の
国際セミナーはそれぞれ韓国、フィリピンが主催し、日本側拠点機関は共催、各国政府機関のほ
か世界保健機関 WHO、国際労働機関 ILO も財政支援・人員派遣するなどして積極的に協力した。
国際セミナーでは本事業に掲げる全機関、すなわち日本、ベトナム、モンゴル、タイ、マレーシ
ア、韓国の各拠点および協力機関のコーディネーター、若手研究者らが招聘出席し、当該各国に
おける石綿使用および石綿関連疾患の実態について報告や意見交換を行った。その結果、石綿関
連疾患の根絶に係る国際協力の必要性の認識が醸成され、共同研究基盤が構築されたほか、相互
の経験や技術の共有、また今後同疾患の増加が見込まれるアジア地域全体で実態把握や将来見通
しが進んだ。当然ながら途上国では石綿使用や石綿関連疾患の実態把握を進めにくい現状がある
が、日本の経験・技術・制度等をモデルとして参考にしてもらうため、日本の National Asbestos
Profile を編纂・自費出版し、ホームページからも自由にダウンロードできるようにした（参考
資料―産業医学ジャーナル 2 編、National Asbestos Profile of Japan）
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共同研究の特筆すべき成果として、WHO/ILO の仲介で国連環境計画 UNEP から委託を受け、日韓の
拠点機関が各々lead institution, co-lead institution となり、その他の拠点・協力機関も協
力して、その開発に取り組んだ石綿関連疾患根絶のためのマニュアル本（2 巻 580 頁の印刷体お
よび CD-ROM からなり「ツールキット」と称している）が 2013 年に完成した。石綿関連疾患の知
見や予防・診断・治療技術の普及に役立てるため、同ツールキットを世界各国の関係者へ無償配
布、専用ウェブサイトを立ち上げ、内外の関係者から好評を得た。開発から配布に至る全過程を
通じて、日本・韓国それぞれの拠点および協力機関との間で頻繁な研究者交流を果たし、成果を
共有できたため、日韓の研究協力体制は特に強固となった。複数の外国人若手研究者がツールキ
ットの執筆・編纂・連絡・配布等の作業に中心的役割を果たした。また若手研究者らは 2012-13
年出版の論文・書籍等の第一執筆者や共同執筆者として貢献した。
（参考資料―GOHNET, 新聞記事）
さらに、日本側コーディネーターはベトナム拠点機関の国立職業環境保健研究所を数回訪問し、
同国における石綿使用と石綿関連疾患の実態報告に関する論文の共同執筆と発行を果たした。韓
国協力機関の若手研究者が中心となり、日本側コーディネーターが共著者となる形で「タルク含
有中の石綿曝露に起因すると思われる肺がんの症例報告」が受理印刷された。本事業の課題解決
に直結する学術的成果としては「潜在的生存損失年数 PYLL」指標を適用してアジアを含む世界の
石綿関連疾患の実態を定量評価した原著論文を刊行した。同論文の 9 名の著者構成として筆頭著
者はじめ若手研究者が 5 名（6 か国）を占めた。
（参考資料―論文・書籍リストは実施報告書へ）

７．平成２６年度研究交流目標
※本事業の目的である「研究協力体制の構築」「学術的観点」「若手研究者育成」に対する今年
度の目標を設定してください。また社会への貢献や、その他課題独自の今年度の目的があれば
設定してください。
【研究協力体制の構築】
今年度 10～1 月を目途に、タイをホスト国の第一候補とし、引き続き複数の国際機関の協力も
得た上で、第 7 回国際セミナー（AAI-7）を共催する計画である。ただし、タイの政情不安のため、
関係者と交渉の途上にあり、時期・ホスト国については、現段階で最終決定できていない。現段
階では日本開催も選択肢の一つである。いずれの場合であっても、国際セミナーを開催し、日本
側拠点機関および協力機関、相手国拠点機関および協力機関関係者を招聘参加させ、各国におけ
る石綿使用については使用の現状および使用禁止に至るロードマップ策定を、石綿関連疾患につ
いては実態報告および対策立案を主要課題とし目標とする。最重点目標としては、日本側拠点機
関が主導し、韓国側拠点および協力機関を主たるカウンターパートとして、全相手国拠点・協力
機関と連携し、若手研究者を積極的に参画させながら、アジア地域全体、各国および世界におけ
る石綿関連疾患の実態把握を果たすべく疫学研究の推進と収集された知見の整理、総括を行う。
【学術的観点】
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先行支援事業で刊行したアジアの実態と将来予測に関する先行論文をベースに、同手法を欧州
地域に発展的に適用し、現在査読中の原著「欧州における石綿使用と石綿関連疾患の実態評価の
ための疫学研究」の再解析・改訂作業を行い、同論文の受理を目指す。平成 25 年度に完成した石
綿関連疾患根絶のためのツールキットの活用を通じた関連知見や技術の普及を図るため、WHO,
ILO, UNEP 等の国際機関と協力の下で途上国関係者を対象とするワークショップ等で教育・トレ
ーニング活動に取り組む。石綿関連疾患に係るアジア全域を含むグローバルな石綿関連疾病負担
(Global Burden of Asbestos-related Diseases)について、複数の異なる公衆衛生学的指標を適用
した定量評価研究を継続し原著論文化して投稿する。疫学研究における因果関係評価の基盤要素
となる石綿職務曝露連関表の国際統一をテーマとする総説研究と日韓比較研究を行い、論文化を
進める。アジア地域全体、各国および世界における石綿使用と石綿関連疾患の疫学的関連を評価
するための出生コホート分析研究を開始し論文化の道筋をつける。
【若手研究者育成】
日本側および相手国側拠点機関および協力機関の院生を含む若手研究者を国際セミナー
（AAI-7）に招聘参加させる。コーディネーターが行う研究交流に可能な限り若手研究者を同行
し、石綿関連疾患の疫学研究の手法を学び経験を深めさせる。同セミナーおよび関連するワーク
ショップ等において、また、その前後の連絡や打ち合わせ協議等の場面において、さらに疫学研
究のデータ収集・解析・論文執筆等の場面でも中心的役割を与える。論文化の際には、これまで
の実績を踏襲し、少なくとも共著者、可能な限り第一著者になることを目標とする。今般、タイ
の協力機関の若手研究者が別課題で申請した日本学術振興会平成 26 年度 Bridge Program に採用
されたため、日本側拠点機関においてコーディネーターの指導の下で一定期間研究を行うことに
なるが、タイで開催予定の国際セミナーAAI-7 に共同的に取り組むため中核的役割を担わせる。
【社会への貢献など】タイで WHO/ILO の後援を受ける形で第 7 回国際セミナー（AAI-7）を開
催する計画を実現することにより、同国の石綿関連疾患対策の向上、すなわち、使用禁止の促進、
石綿関連疾患の実態把握に基づく根絶のための取組に貢献する。またタイを成功モデルとするこ
とで ASEAN はじめアジア地域全体への波及効果を見込む。別途、日本側コーディネーターが学
会長として 9 月に開催する第 21 回アジア産業保健学会（21st Asian Conference on Occupational
Health, ACOH）においては石綿関連疾患をテーマの一つに掲げており、その後に AAI-7 を開催
するため、アジア域内で石綿関連疾患についての啓発効果や研究交流が促進される。他方、ベト
ナムにおいて日本政府が ODA 予算を拠出し、WHO が運用する石綿関連疾患対策を柱とする労働
安全衛生プロジェクトに対する助言・技術指導が継続されるため、本事業との相乗作用をねらう。
先行支援事業および今期支援事業において前々および前年度に引き続き WHO, ILO, UNEP の国
際機関が各国で実施する国際会議・ワークショップにおいて招聘講演や助言・技術指導を依頼さ
れると見込まれ、本支援事業における活動と組み合わせる。今般、日本側コーディネーターは米
国で石綿関連疾患の認知度向上に取り組む NGO 主催の第 10 回国際会議においてセリコフ賞 Dr.
Irving Selikoff Lifetime Achievement Award（セリコフ博士＝石綿関連疾患の課題に生涯
[1915-1992]取り組んだ米国の医学研究者）の授与を受ける予定。
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８．平成２６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

研究課題名

研究開始年度

平成 24 年度

研究終了年度

平成 26 年度

（和文）アジアにおける石綿関連疾患の実態解明
（英文）Situational Analysis of Asbestos-related Diseases in Asia

日本側代表者

（和文）高橋 謙・産業医科大学・教授

氏名・所属・職

（ 英 文 ） Takahashi Ken ・

University of Occupational and

Environmental Health, Japan ・ Professor
相手国側代表者

（英文）Seong-Kyu Park ・Occupational Safety and Health Research

氏名・所属・職

Institute・Director General of Technology (KOSHA)

参加者数

日本側参加者数

4 名

（韓国）側参加者数

2 名

（日本）側参加者数

2 名

２６年度の

アジアを含む世界各国の石綿曝露および石綿関連疾患の実態把握に関す

研究交流活動計画

る疫学研究を実施し、かつ、開発済みのツールキットの活用や他国への
普及活動を促進するため、日本側拠点機関の研究者が韓国側拠点かつ/
または協力機関の研究者との研究打ち合わせおよび共同作業を行うため
①日本側研究者 2 名を韓国に派遣し、②韓国側研究者 1 名を日本に派遣
（各 2 回）する。

２６年度の

石綿関連疾患の実態把握や石綿曝露の因果関係評価のための基盤要素

研究交流活動

となる石綿職務曝露連関表の構築に関する日韓比較研究とその論文化が

から得られること

進む。石綿関連疾病にかかるアジア各国と全域を含むグローバルな石綿

が期待される成果

関連疾病負担（Global Burden of Asbestos-Related Diseases）について、
複数の異なる公衆衛生学的指標を適用した定量評価研究が進み原著論文
化が図られる。開発済みツールキットの活用や普及を通じアジア途上国
関係者に対する教育・トレーニングが進む。
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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）日本学術振興会研究拠点形成事業「第７回

アジア・アス

ベスト・イニシアティブ」
（英文）JSPS Core-to-Core Program “the 7th Asian Asbestos
Initiative (AAI-7) “
平成 26 年 10 月～平成 27 年 1 月頃（2 日間）

開催期間

開催地（国名、都市名、 （和文）タイ、バンコク（会場未定）
会場名）

（英文）Thailand

日本側開催責任者

（和文）高橋謙／産業医科大学教授

氏名・所属・職
（ 英 文 ） Takahashi Ken ・ University of Occupational and
Environmental Health (UOEH)
相手国側開催責任者

（英文）
①～③のいずれかで調整中：①Naisinee CHAIEAR・Associate

氏名・所属・職
(※日本以外での開催の場合)

Professor, Khon Kaen University；②代表者未定・Chulabhorn
Research Institute；③代表者未定・Ministry of Public Health

参加者数
セミナー開催国
（タイ ）
<人／人日>

派遣先
派遣

日本
<人／人日>
ベトナム
<人／人日>
モンゴル
<人／人日>
タイ
<人／人日>
マレーシア
<人／人日>
韓国
<人／人日>
合計
<人／人日>

A.

13/ 39

B.
A.

4/ 12

B.
A.

2/ 6

B.
A.

2/ 6

B.
A.

2/ 6

B.
A.

2/ 6

B.
A.

25/ 75

B.

0

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

アジア各国における国段階での石綿使用の現状報告および使用禁
止に向けたロードマップ策定、さらに各国での石綿関連疾患の実
態報告、把握を進めるための戦略策定、対策立案を目的とする。
さらに同セミナー開催を通じ、タイを含む各国で石綿禁止社会へ
の移行する意義について、産官学に NGO や国際機関を加えた共同
的な取り組みを通じた地球市民的コンセンサスを醸成する。

期待される成果

拠点および協力機関の関係者を含むアジア各国の研究者がセミナ
ーに参加し報告討議を進めることで、アジア域内の石綿関連疾患
の実態解明に向けた研究交流基盤の体制が強化され、最終成果の
獲得と共有が進む。各国で①石綿禁止ロードマップかつ/または②
石綿関連疾患の実態把握のための戦略が策定され、または既に策
定された戦略が強化される。タイで石綿の使用禁止に向けた政治
決断を含む実質的な動きが加速される可能性もある。

セミナーの運営組織

基本的にはタイの拠点機関および協力機関①②であるコンケン大
学、チュラボーン研究所、保健省のいずれかが主催するが、主催
から外れた場合でも開催に協力する（現在交渉中）
。日本側拠点機
関の産業医科大学が共催することは決定済み、これに WHO/ILO
による財政支援や人員派遣を見込んでいる。

開催経費

日本側

内容：外国旅費（宿泊費・日当および振込み手数料含

分担内容

む）4,900,000 円、備品・消耗品購入費 80,000 円、

と概算額

その他経費 32,000 円、外国旅費・謝金等に係る消費
392,000 円

税

計：5,404,000 円支出予定
（タイ）側

内容：セミナー開催に係る諸費用（会場費、懇親会費
等）
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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・受入先

派遣者名

（国・都市・機関）

産業医科大学教授

米国・ﾜｼﾝﾄﾝ

高橋 謙

DC・第 10 回

米国 NGO が主催する国際会議で講演

ADAO 国際会

（「アジアにおける石綿関連疾患根絶

議（ADAO=石

の取組－Asian Asbestos Initiative」
）

綿疾患ｱｳｪｱﾈｽ

し、セリコフ賞の授与を受ける。

派遣時期

用務・目的等

4 月 3～7 日

石綿疾患に係る認知度向上に取り組む

団体）
全国労働安全衛生
センター事務局長
古谷 杉郎

産業医科大学

4 月 21～22

石 綿 職 務 曝 露 連 関 表 (asbestos

日

job-exposure matrix)に係る日韓比較
研究および第 7 回国際セミナー(AAI-7)
における NGO の協働方法・役割分担
につき相談する。
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９．平成２６年度研究交流計画総人数・人日数
９－１ 相手国との交流計画
派遣先
派遣元

日本
韓国
ベトナム
モンゴル
タイ
マレーシア
<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本
<人／人日>

1/ 5

13/ 39

4/ 12

アメリカ
（第3国）
〈人/人日〉

1/ 4

合計
<人／人日>
19/ 60

ベトナム
<人／人日>

4/ 12

4/ 12

モンゴル
<人／人日>

2/ 6

2/ 6

タイ
<人／人日>

0/ 0

マレーシア
<人／人日>
韓国
<人／人日>

2/ 6

2/ 6

2/ 6

2/ 6

4/ 12

アメリカ
（第3国）
〈人/人日〉

合計
<人／人日>

0/ 0

2/ 6

1/ 5

0/ 0

23/ 69

0/ 0

4/ 12

1/ 4

31/ 96

※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
3／9 <人／人日>
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１０．平成２６年度経費使用見込み額
（単位 円）

経費内訳
研究交流経費

国内旅費
外国旅費
謝金
備品・消耗品購
入費
その他の経費
外国旅費・謝金
等に係る消費税
計

業務委託手数料
合

計

金額

備考

200,000 国内旅費、外国旅費の合計
は、研究交流経費の５０％以
5,900,000 上であること。
50,000
130,000
44,000
476,000
研究交流経費配分額以内であ
ること。
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。
680,000
また、消費税額は内額とす
る。

6,800,000

7,480,000

6,800,000+680,000=7,480,000

11

