
様式１ 
 

 
 

アジア研究教育拠点事業 
平成２７年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 神戸大学 
（ 中 国 側 ） 拠 点 機 関： 青島大学 
（ 韓 国 側 ） 拠 点 機 関： CHA 大学 
（ ベ ト ナ ム 側 ） 拠 点 機 関： ハノイ医科大学 
（ フ ィ リ ピ ン 側）拠 点 機 関： セントルークスメディカルセンター 
（ タ イ 側 ） 拠 点 機 関： チュラロンコーン大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：アジアのヘリコバクターピロリ感染及び胃がん予防研究教育拠点形成     
                             （交流分野：医歯薬学）  
（英文）：Construction of a collaborative research and education center for Helicobacter 

pylori infection and gastric cancer prevention in Asia 
              （交流分野：Medical, Dental and Pharmaceutical Science）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.med.kobe-u.ac.jp/asiahp/index.html      
 
３．採用期間 
 平成 23 年 4 月 1 日～平成 28 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：神戸大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・武田 廣 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：医学研究科・教授・東 健 
 協力機関：東京大学、京都大学、長崎大学、福井大学 
 事務組織：国際部国際企画課 
 
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：中国 
拠点機関：（英文）Qingdao University 

      （和文）青島大学 
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 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）School of Medicine・Professor・TIAN 
Zi-Bin 
 協力機関：（英文）Xi’an Jiaotong University, Bei Hai Hospital, Shanghai Jiaotong 
University, The North Hospital of Liaoning, Peking University 

（和文）西安交通大学、北京北海病院、上海交通大学、遼寧省北方病院、北京

大学 
 経費負担区分：パターン２ 
 
（２）国名：韓国 
拠点機関：（英文）CHA University 

      （和文）CHA 大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Cancer Prevention Research Center・
Professor・HAHM Ki-Baik 
 協力機関：（英文）Yonsei University, Inha University Hospital, Konkuk University 
      （和文）ヨンセイ大学、インハ大学病院、コンクック大学 
 経費負担区分：パターン２ 
 
（３）国（地域）名：ベトナム 

拠点機関：（英文）Hanoi Medical University 
      （和文）ハノイ医科大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Pediatric Department・Associate 

Professor・NGUYEN Van Bang 
 協力機関：（英文）Bach Mai Hospital, Military Central Hospital 108, Cho Ray Hospital 
      （和文）バックマイ病院、中央軍事病院 108、チョーライ病院 
 経費負担区分：パターン２ 
 
（４）国（地域）名：フィリピン 
拠点機関：（英文）St. Luke’s Medical Center 

      （和文）セントルークスメディカルセンター 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）William H. Quasha Memorial ・Assistant 

Professor・BONDOC Edgardo 
 協力機関：（英文）Health Future Foundation 
      （和文）健康未来財団 
 経費負担区分：パターン２ 
 
（５）国（地域）名：タイ 
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拠点機関：（英文）Chulalongkorn University 
      （和文）チュラロンコーン大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）School of Medicine・Professor・

MAHACHAI Varocha 
 協力機関：（英文）Chiang Mai University, Khon Kaen University, National Cancer 

Institute 
      （和文）チェンマイ大学、コンケン大学、国立がん研究所 
 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 
ヘリコバクターピロリ(ピロリ菌)は世界保健機構より1群の発がん因子に認定されている。

現在、胃がんにより年間約 60 万人が世界で死亡し、その約 6 割がアジアで占めている。し

かし、ピロリ菌感染による胃がん発症のオッズ比は、約 2～23 と国や地域により大きく異

なる。日本、韓国、中国などの東アジアでは、ピロリ菌感染率が高く胃がん死亡率が極め

て高い。しかし、同じアジアの中でも、フィリピンやタイではピロリ菌感染率は高いが、

胃がん死亡率は極めて低い。このピロリ菌感染の病態の“Asian enigma”を明らかにする

ことが、ピロリ菌感染による胃発がんの病態解明につながると考えられる。本研究交流目

標は、ピロリ菌感染の病態の“Asian enigma”を明らかにし、胃がん予防対策を構築する

ための研究教育拠点を形成することであり、その目標達成のために、以下のことを実施す

る。 
１）ピロリ菌感染による胃発がんの菌体病原因子を明らかにする。 
２）ピロリ菌感染による胃発がんの宿主因子を明らかにする。 
３）胃発がんにおける環境因子を明らかにする。 
４）菌体-宿主-環境相互作用によるピロリ菌感染の胃発がんリスクを明らかにし、それぞれ

のリスクの重みを定量化し、胃発がんのリスク診断法を開発する。 
５）アジアにおいて、ピロリ菌感染及び胃がん予防研究教育拠点を形成し、ピロリ菌感染

における胃発がん領域の情報の集約と発信の場として機能させる。 
６）オーダーメイドの胃がん予防対策法を開発し、前向きのコホート調査を開始する。 
７）セミナーを年１回開催すると共に、研究交流により、グローバルな若手人材を養成す

る。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
平成 23 年度 
１）共同研究 
 各研究機関において倫理委員会で承認を得るための統一プロトコールを作成し、胃がん

症例と健常対照者から、胃内視鏡下生検組織を採取し、ピロリ菌の培養及び菌の DNA の抽
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出、組織から DNA と RNA の抽出を開始した。また、ピロリ菌の遺伝子解析、ヒト胃粘膜

組織からの DNA 及び RNA 抽出等の研究手法の均一化を図るために、海外若手研究者 5 名

を招へいし、神戸大学で研究指導を行った（青島大学 1 名、西安大学 2 名、北京大学 1 名、

遼寧省北方病院 1 名）。また、神戸大学の若手研究者を海外研究機関へ派遣した（北京大学

と青島大学）。 
 
２）セミナー 
 平成 24 年 2 月 24 日に研究計画の最終打ち合わせに加え、海外の研究拠点機関の最新の

研究成果について発表するセミナーを神戸大学で開催した。本事業参加施設からは、日本

側から 11 名、海外から 19 名（中国 9 名、韓国 2 名、ベトナム 1 名、フィリピン 4 名、タ

イ 3 名）参加した。本事業参加施設以外の海外からの参加は 5 名（アメリカ 2 名、アイル

ランド 1 名、オーストラリア 1 名、シンガポール 1 名）、国内は約 30 名であった。このよ

うな様々な国家間において共同研究に関して日本の見解、研究を公表し、議論する機会を

設けることができた。海外の研究者の講演から、アジア間での当研究における現状の違い(発
がん・予防などの研究まで取組んでいる国と、ピロリ菌の研究までで、これから癌や予防

に関する研究に取組む国との差異)を把握、確認することができた。また、次年度における

研究テ－マについての直接対話ができ、分子生物学、微生物学、消化器病学、公衆衛生学

という複合分野が関与する総合的研究課題を中心とした研究交流に、それぞれの分野の若

手研究者を引き続き参加させるという点でグローバルな Clinician-Scientist の養成を行う

ことを確認できた。 
さらに、アジアにおけるピロリ菌感染と胃がん予防及び治療の現状を調査することと、

日本における胃がん予防及び治療の現状を紹介するために、平成 24 年 1 月 27 日に神戸メ

ディカルフェスティバル in Manila をフィリピンセントルークスメディカルセンターで開

催し、160 名余りが参加した（日本側参加者：神戸大学 3 名、神戸国際医療財団 1 名）。現

地の出席者は、日本の最新医療への見解を深めることができ、日本側参加者はフィリピン

の現状を確認することができた。両者の間で現状の把握及び情報の共有を行ったことによ

り、今後の研究の展開を構築することができた。 
 
平成 24 年度 
１）共同研究 
平成 23 年度に引き続き、ピロリ菌の遺伝子解析、ヒト胃粘膜組織からの DNA 及び RNA

抽出等の研究手法の均一化を図るため、協力国機関より若手研究者 3 名を招へいし、神戸

大学で研究指導を行った（中国より、青島大学 1 名、西安大学 1 名、フィリピンよりセン

トルークスメディカルセンター1 名）。日本の最先端を行く消化器管疾患診断、治療の技術

を実際に神戸大学病院にて見学することで海外研究者自国の主に臨床面における状況を比

較、両国との違いを認識することができた。また、神戸大学の若手研究者を海外研究機関
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へ派遣した（中国・青島大学、韓国側コーディネーターが主催した学会・Gachon 
International Symposium on Gastroenterology 2012, タイ側コーディネーターが主催し

た学会・Asian Pacific Digestive Week）。中国側拠点機関である青島大学へは同大学病院か

ら留学生として所属している神戸大学大学院生を派遣した。同氏は当研究課題について神

戸大学にて教育的立場にある東の下で現在 2 年間の基礎研究に従事しており、国内外各地

で自身の研究内容を発表するなど、成果を十分にあげている。韓国、タイへの国際学会へ

の派遣については、日本の研究者は世界的に著名な研究者の講義を受ける機会に恵まれ、

自身の見解を更に広げることができた。 
2013 年 2 月 24 日には、国内外(日本・アメリカ・イギリス・シンガポール・韓国)より消

化器疾患治療において、指導的立場にある研究者を招へいし、技術提供、研究者指導を図

るため、「第二回神戸国際消化器内視鏡ハンズオンセミナー」(英語名・The 2nd KOBE 
International ESD and EUS-FNA Hands-on-Seminar)を開催した。前年度も開催したが、

今年度は海外より訓練を希望する研究者の定員を超える問い合わせがあった為、技術提供

用生体豚 4 体、切除胃を数個用意し、十分に対応できるように準備をした。アジア圏の他

にも、ブラジル・コロンビア・ボリビア・メキシコ・スペインより被訓練者希望の問い合

わせを受け、前年度に開催した同セミナーの成果が海外に幅広く浸透していることを実感

した。実際のセミナー現場では、指導者として 10 名、被訓練者として 15 名、その他見学、

助手等 30 名が参加した。参加研究者は、人間の消化器構造に近い生体豚に対して最新の医

療機器を用いた治療法手技の接触、習得をするという貴重な機会を得ることができ、彼ら

にとって大変有意義な研究会であったと確信している。多数の海外からの参加により、国

内外の研究者間の交流が活発に行われ、 熱気あふれる研究会場となった。 
 
２）セミナー 
S-1：平成 24 年 6 月 16 日に, ” 2012 青島消化疾病学術論談および青島-神戸第一回中日消

化内視鏡学術交流会” を開催した。中国側拠点機関である青島大学にて、日本の教育的立

場の研究者が現地の若手研究者に講演を行った。青島の病院に勤務する医師、教授等約 100
名が参加し、盛大な交流会になった。日本側参加者である、神戸大学医学部附属病院光学

医療診療部准教授豊永高史、客員教授久津見弘、助教森田圭紀は内視鏡治療における最新

技術と各自で開発中である研究内容について講演をおこなった。神戸大学大学院医学研究

科消化器内科教授東は、研究課題であるヘリコバクターピロリ菌感染と胃がんにおける関

連性、実態について講演した。また、消化器管における最新の治療法を開発、教育する施

設である神戸医療機器開発センター(MEDDEC),神戸消化器内視鏡機器開発・教育センター

(KEDDEC)を紹介し、日本の専門分野における研究体制の進展をアピールすることができ

た。青島大学医学院附属病院より神戸大学に一年間研究生として滞在しているイン・ギョ

ウエン氏による講演は日本と中国の消化管内視鏡治療方法の違いを紹介するものであり、

中国側の研究者の視点から発表された講演は現地の医師達にとって認識しやすく、興味深
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い内容であったと感じている。同じく青島大学より博士号取得の為神戸大学に在籍してい

る医師、楊林氏は本交流会に参加し、今後の研究、交流に役立てるよう、情報収集をおこ

なった。本交流会により、日本の専門分野における医療技術、展開について紹介すること

ができ、中国側に新たな知見を提供することができた。また、今後の青島大学医学院附属

医院との医療交流について具体的な話を進めるきっかけともなる有意義なセミナーであっ

た。 
S-2：平成 25 年 2 月 22 日に研究計画の最終打ち合わせに加え、海外の研究拠点機関の最新

の研究成果について発表するセミナーを神戸大学で開催した。“ピロリ菌感染と胃がん”と

いうアジア共通の問題を、日本、韓国、中国、ベトナム、フィリピン、タイ等のアジア諸

国の研究者との交流により解析することで、ピロリ菌感染のアジア特有な病態が明らかに

なり、アジア各国の若手研究者に世界における独自性を持たせることが出来た。今回は、

セミナー前半で 2 カ国の協力機関と、日本の拠点機関である神戸大学からの若手研究者に

各自の研究内容について基礎的な観点から発表して頂いた。いずれの発表も自国の特異点

がよく分析されており、どのような実験をしているか、どのような成果を得たかがよく把

握できる内容であった。このセミナーでの交流をきっかけに、ピロリ菌を研究するフィリ

ピンの研究グループの内容に関心を持った神戸大学大学院医学研究科の学生が現地に赴き

研修を行うこととなった。セミナー後半では指導者の立場である、日本と韓国の研究者よ

り自身の最新の研究内容、活動を報告して頂いた。ピロリ菌採取の為世界中に赴いて検査、

調査をするという行動的で躍動感、ユーモアのある講演内容は傍聴者の関心を引き付け、

会場は熱気に包まれた。全体を通して、研究を追及する同志からなるアットホームな雰囲

気の中、傍聴人として参加する若手研究者とより活発な意見交換が設けられた。教育的立

場の指導者からも質問が相次ぎ、発表者自身にとっても斬新な刺激が与えられた。協力機

関以外のシンガポール、スペイン、ブラジルからも参加があり、アジアでの共同研究の成

果、実績をアピールする機会が与えられた。本セミナーの開催によって、アジアにおける

ピロリ菌感染及び胃がん予防対策ネットワークが構築される基盤がより強くなり、若手研

究者は更に広く、深い知見が与えられたと確信している。以上の交流活動によって海外協

力機関の研究者が一か月の滞在で日本側の研究活動に実際に携わったり、意見交換を積極

的に行う場が設けられ、同共同研究についてさらに互いの現状を理解し、より強いネット

ワークを構築する基盤ができつつある。 
 
平成 25 年度 
１）共同研究 

H24 年度に引き続き、ピロリ菌の遺伝子解析、ヒト胃粘膜組織からの DNA 及び RNA 抽

出等の研究手法の均一化を図るため、協力国機関より若手研究者 4 名を招へいし、神戸大

学で研究指導を行った（中国より、青島大学 1 名、北京大学 1 名、Aerospace Center Hospital 
1 名、フィリピンよりセントルークスメディカルセンター1 名）。日本の最先端を行く消化
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器疾患診断、治療の技術を実際に神戸大学病院にて見学することで海外研究者自国の主に

臨床面における状況を比較、各国との違いを認識することができた。フィリピンの研究者

は自国の DNA サンプルを使用して神戸大学にて基礎研究に従事した。日本側の研究体制に

実際に触れ、日本側若手研究者と交流を深めることで緊張感を持って研究に打ち込むこと

ができたと感想を頂いている。また、神戸大学の若手研究者を海外研究機関へ派遣した。（中

国・青島大学、上海にて開催された APDW2013 へのポスター発表）。中国側拠点機関であ

る青島大学へは同大学病院から留学生として在籍している神戸大学大学院生を派遣した。

神戸大学にて培っている自身の研究成果を自身が所属する中国側に公表することで、二国

間の研究内容を比較、検討をすることができた。消化器管に関する大規模な国際会議であ

る APDW2013 では、2 名の大学院生がポスターにて自身の研究内容を発表した。日本側の

指導者も交流を活発に行い、相手国、また、相手国以外にも出張し、共同研究に関する討

論会を行った。会には相手国以外のアメリカ、台湾、また参加研究者以外の日本国内の研

究者の参加もあり、共同研究の内容を含めて学術的新知見、最新医療技術について議論し

た。まず、東を含む指導者的立場である日本の参加研究者３名がシンガポール国立大学に

て胃がんについての国際会議に参加、講演を行った。署名な研究者が集い、胃がんについ

て基礎研究から臨床面にわたり、最前線且つ洗練された議論が交わされた。続いて、台湾

IRCAD にて、韓国テグ、スペインバルセロナ、台湾 IRCAD、神戸の間で連携している

International Medical Research Association の会に参加し、日本での胃がんの予防・診断・

治療の取り組みについて発表した。上記 2 つのアジア国の訪問は、2 カ国を含み、アジアで

の協力体制をより強化し、研究拠点を構築し、研究成果世界へ発信していくという当共同

研究の最終目標達成に通じる実りあるものであった。 
 
２）セミナー 
S-1：2013 年 2 月 24 日には、国内外(日本・アメリカ・イギリス・シンガポール・韓国)よ
り消化器疾患治療において、指導的立場にある研究者を招へいし、技術提供、研究者指導

を図るため、「第二回神戸国際消化器内視鏡ハンズオンセミナー」(英語名・The 2nd KOBE 
International ESD and EUS-FNA Hands-on-Seminar)を開催した。前年度も開催したが、

今年度は海外より訓練を希望する研究者の定員を超える問い合わせがあった為、技術提供

用生体豚 4 体、切除胃を数個用意し、十分に対応できるように準備をした。アジア圏の他

にも、ブラジル・コロンビア・ボリビア・メキシコ・スペインより被訓練者希望の問い合

わせを受け、前年度に開催した同セミナーの成果が海外に幅広く浸透していることを実感

した。実際のセミナー現場では、指導者として 10 名、被訓練者として 15 名、その他見学、

助手等 30 名が参加した。参加研究者は、人間の消化器構造に近い生体豚に対して最新の医

療機器を用いた治療法手技の接触、習得をするという貴重な機会を得ることができ、彼ら

にとって大変有意義な研究会であったと確信している。多数の海外からの参加により、国

内外の研究者間の交流が活発に行われ、 熱気あふれる研究会場となった。 
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S-2：平成 25 年度のセミナーは、「第 4 回新学術領域国際発がんスパイラルシンポジウム」

とし、より多くの参加者と幅広い議論をすることを目的として、セミナー開催を文部科学

省科学研究費補助金新学術領域研究の発がんスパイラルの国際シンポジウムと連携という

かたちをとった。神戸大学医学研究科消化器内科学分野は開催準備等事務的運営を行い、

日本側協力機関の研究代表者が運営委員としてセミナーのプログラム構成等を決定した。

海外研究機関より共同研究の進捗状況の報告を受け、来年度の計画を検討することを目的

とし、日本側研究者から教育的講演を行った。さらに、海外研究機関でのピロリ菌感染と

胃がん及び胃がん検診についての問題点を議論し、アジアにおけるピロリ菌感染及び胃が

ん予防対策ネットワーク構築について、具体的方策を議論した。 
ピロリ菌感染と胃がんという、アジア共通の問題を、日本、韓国、中国、ベトナム、フ

ィリピン、タイというアジア諸国との共同研究交流により解析し、アジア発のオリジナル

な知見を世界に向けて発信することを目標としており、アジア各国の若手研究者に世界に

おける独自性を持たせることにつながった。また本研究においてアジアにおけるピロリ菌

感染及び胃がん予防対策ネットワークを構築することが、若手研究者の継続的育成に貢献

したといえる。本研究では、ピロリ菌の病原因子やヒトの遺伝的背景因子を遺伝子解析で

検討するとともに、食生活アンケート調査を行い、ピロリ菌感染による胃発がんリスクを

菌体-宿主-環境の相互作用で検討するという、分子生物学、微生物学、消化器病学、公衆衛

生学という複合分野が関与する総合的研究課題であり、それぞれの分野の若手研究者が共

同研究交流を通して、基礎と臨床の幅広い知識を得ることができ、グローバルな

Clinician-Scientist が養成出来た。 
 
平成 26 年度 
１）共同研究 
 研究 4 年目を迎え、研究成果を確認するとともに、データ整理と解析を進めた。代表者

東が中国とフィリピン、大学院生 1 名が中国を訪問し、これまでの共同研究の進捗状況と

データの整理と解析を行った。これまで、収集したピロリ菌の遺伝子解析、及びヒト胃粘

膜組織から抽出した DNA による宿主側遺伝子解析のデータ解析について確認を取ること

が出来た。また、海外若手研究者 3 名（青島大学 1 名、北京大学 2 名）を招へいし、神戸

大学で共同研究成果の解析を指導した。さらに、本事業による交流により、神戸大学医学

部と青島大学医学部との間で大学間連携協定を交わすことが出来た。 
 
２）セミナー 
S-1：2014 年 5 月 30 日～6 月 1 日には、国内外(日本・イギリス・シンガポール)より胃が

ん治療において、指導的立場にある研究者を招へいし、技術提供、研究者指導を図るため、

「第 3 回神戸国際消化器内視鏡ハンズオンセミナー」(英語名・The 3rd KOBE International 
Hands-on-Seminar)を開催した。平成 24 年、25 年も開催したが、今年度は早期胃がんに
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対する先進的内視鏡治療であるESDに重点をおいて、胃がん内視鏡診断の講演に加え、ハ

ンズオントレーニングを、技術提供用生体豚 6 体、切除胃を数個用意し、十分に対応でき

るように準備をした。セミナーでは、指導者として 10 名、被訓練者として 25 名（アジア

11 名、南米 5 名、オーストラリア 3 名、インド 2 名、欧州 3 名、メキシコ 1 名）、助手等

23 名が参加した。参加研究者は、人間の消化器構造に近い生体豚に対して最新の医療機器

を用いた内視鏡治診断・治療法を習得するという貴重な機会を得ることができ、彼らにと

って大変有意義な研究会であった。 
S-2：平成 27 年 2 月 26 日～27 日に、「第 5 回新学術領域国際発がんスパイラルシンポジウ

ム」を開催した。より多くの参加者と幅広い議論をすることを目的として、平成 25 年度と

同様にセミナー開催を文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究の発がんスパイラルの

国際シンポジウムと連携というかたちをとった。神戸大学医学研究科消化器内科学分野は

開催準備等事務的運営を行い、日本側協力機関の研究代表者が運営委員としてセミナーの

プログラム構成等を決定した。海外研究機関より共同研究の進捗状況及び成果報告を受け、

来年度の計画を検討することを目的とし、日本側研究者から教育的講演を行った。さらに、

海外研究機関でのピロリ菌感染と胃がん及び胃がん検診についての問題点を議論し、アジ

アにおけるピロリ菌感染及び胃がん予防対策ネットワーク構築について、具体的方策を議

論した。ピロリ菌感染と胃がんという、アジア共通の問題を、日本、韓国、中国、ベトナ

ム、フィリピン、タイというアジア諸国との共同研究交流により解析し、アジア発のオリ

ジナルな知見を世界に向けて発信することを目標としており、アジア各国の若手研究者に

世界における独自性を持たせることにつながった。また本研究においてアジアにおけるピ

ロリ菌感染及び胃がん予防対策ネットワークを構築することが、若手研究者の継続的育成

に貢献したといえる。本研究では、ピロリ菌の病原因子やヒトの遺伝的背景因子を遺伝子

解析で検討するとともに、食生活アンケート調査を行い、ピロリ菌感染による胃発がんリ

スクを菌体-宿主-環境の相互作用で検討するという、分子生物学、微生物学、消化器病学、

公衆衛生学という複合分野が関与する総合的研究課題であり、それぞれの分野の若手研究

者が共同研究交流を通して、基礎と臨床の幅広い知識を得ることができ、グローバルな

Clinician-Scientist が養成出来た。 
 
７．平成２７年度研究交流目標 
＜研究協力体制の構築＞ 

本事業の国内及び海外研究機関はいずれも長年交流のある機関であり、これまでの 4 年

間の研究交流により、研究協力体制は十分構築されている。また、セミナーにおいて、ヘ

リコバクターピロリ感染と胃がん予防の、各国の現状について意見交換と研究交流が進め

られてきている。今年度は最終年度であり、これまでに引き続き、相互の研究者の育成交

流を行うとともに、今後の継続的な研究協力体制について議論の上、システムを構築する。 
今年度は、6 月 12～14 日に、神戸で胃がん診療のトレーニングセミナーを実施し、我が
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国の先進的な胃がん診療を普及させ、構築してきた胃がん予防対策ネットワークの継続的

運営について意見交換する。また、6 月 25～26 日には第 21 回日本ヘリコバクター学会を

研究代表者東が主催して神戸で開催するため、本事業で形成されたネットワークを、学会

の海外交流事業と連携して継続性を強化する。11 月 4～6 日には、セントルークスメディカ

ルセンターにおいて、セミナーを開催して、今後の研究協力体制継続のための遠隔教育シ

ステムを構築する。今年度は最終年度であり、本事業における海外拠点の１つであるフィ

リピンのセントルークスメディカルセンターに海外中核拠点として、消化器がん診断・治

療研究教育センターを設置し、本事業のネットワーク構築の継続を図る。 
 
＜学術的観点＞ 

胃がんはピロリ菌感染症と考えられているが、アジア諸国において、ピロリ菌感染率と

胃がん死亡率の乖離が認められる。この“Asian enigma”を明らかにするために、胃がんの

多い、日本、韓国、中国と少ないフィリピン、タイ、その中間のベトナムでこれまで採取

したピロリ菌の病原因子解析と、宿主因子の解析結果をまとめる。特に、ピロリ菌のゲノ

ム解析に加え、病原因子 CagA の遺伝子多型を解析と、宿主の免疫応答における胃粘膜内

のサイトカインの発現の解析結果についてまとめ、“Asian enigma”の原因となる病態につ

いて明らかにする。 
 
＜若手研究者育成＞ 

引き続き海外研究機関から若手研究者を招へいし、日本の研究者の指導を受けると共に、

日本の若手研究者との意見交換により、双方の若手研究者のアジア共通の研究意識を向上

させる。また、日本の若手研究者を積極的に海外の研究機関に派遣し、日本の若手研究者

のアジアでのリーダーシップ意識を高める。また、フィリピンのセントルークスメディカ

ルセンターに設置する消化器がん診断・治療研究教育センターに若手研究者を長期滞在さ

せ、事業終了後の継続的な若手研究者育成体制を整備する。 
 
＜その他（社会貢献や独自の目的等）＞ 
ピロリ菌感染による胃発がんの問題は、胃がんの死亡率が世界的に高い韓国、日本、中

国を含むアジア共通の問題であり、本課題で構築した研究教育拠点における成果をホーム

ページから継続的に世界に発信する。特に、日本では、平成 25 年 2 月からヘリコバクター

ピロリ感染胃炎に対して除菌治療が保険適用になり、ほとんどの感染者が除菌対象となり、

胃がん予防が図られており、このようなシステムを海外へ発信することにより、胃発がん

抑制に貢献していく。 
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８．平成２７年度研究交流計画状況 

８－１ 共同研究 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 23年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）アジアのヘリコバクターピロリ感染及び胃がん予防研究教育拠

点形成  

（英文）Construction of a collaborative research and education 

center for Helicobacter pylori infection and gastric cancer 

prevention in Asia 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）東 健・神戸大学・教授 

（英文）Takeshi Azuma・ Kobe University・ Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）中国：TIAN Zi-Bin・Qingdao University・Professor 

韓国：HAHM Ki-Baik・CHA University・Professor 

ベトナム：NGUYEN Van Bang・Hanoi Medical University・Associate 

Professor 

フィリピン：BONDOC Edgardo・ St. Luke’s Medical Center・Assistant 

Professor 

タイ：MAHACHAI Varocha・Chulalongkorn University・Professor 

  

参加者数 

  

日本側参加者数        54 名 

中国側参加者数        47 名 

韓国側参加者数        14 名 

ベトナム側参加者数         9 名 

フィリピン側参加者数        14 名 

タイ側参加者数        11 名 

２７年度の研究

交流活動計画 

・研究協力体制の構築：本事業の国内及び海外研究機関はいずれも長年

交流のある機関であり、これまでの 4 年間の研究交流により、研究協力

体制は十分構築されている。今年度は最終年度であり、これまでに引き

続き、相互の研究者の育成交流を行うとともに、今後の継続的な研究協

力体制について議論の上、システムを構築する。 
・学術的観点：胃がんの多い、日本、韓国、中国と少ないフィリピン、

タイ、その中間のベトナムでピロリ菌の病原因子解析と、宿主因子の解

析結果をまとめ、胃がん発症リスク診断を構築する。特に、ピロリ菌の

ゲノム解析に加え、病原因子 CagA の遺伝子多型を解析と、宿主の免疫

応答における胃粘膜内のサイトカインの発現の解析結果についてまと

め、“Asian enigma”の原因となる病態について明らかにする。 
・若手研究者育成：引き続き海外研究機関から若手研究者を招へいし、

日本の研究者の指導を受けると共に、日本の若手研究者との意見交換に
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より、双方の若手研究者のアジア共通の研究意識を向上させる。また、

日本の若手研究者を積極的に海外の研究機関に派遣し、日本の若手研究

者のアジアでのリーダーシップ意識を高める。今年度は最終年度であり、

日本の若手研究者を本事業における海外拠点の１つであるフィリピンセ

ントルークスメディカルセンターに長期滞在させ、ネットワーク構築の

継続を図るとともに、日本の若手研究者のアジアでのリーダーシップ意

識を高める。さらに、世界的な最先端の研究者との交流を図り、本拠点

のレベルアップを図るとともに、アジアの特徴を世界へ発信する。 
２７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 

 本事業において、日本の若手研究者の先進的海外共同研究機関への派

遣により、若手研究者の研究能力・国際的視野が向上し、恒常的な交流

への人脈形成が確立できる。胃がんに関しては、わが国が長年築き上げ

てきた胃がん検診システムと胃内視鏡を用いた胃がんの診療システムは

世界最高水準であり、本研究における若手研究者の育成により、我が国

がリーダーシップをとって、アジアでのピロリ菌感染及び胃がん予防研

究教育拠点の継続的構築が確立される。ピロリ菌感染の病態は、欧米と

日本を中心としたアジアで大きな違いが認められる。これまでに、ピロ

リ菌の全ゲノム解析では、東アジア株と欧米株との間に大きな違いが存

在し、特に、ピロリ菌の外膜蛋白や病原因子遺伝子に違いが大きいこと

が示されている。したがって、これらの違いが菌‐宿主相互作用に影響

することが考えられる。最終年度である今年度の研究交流活動により、

これまでの結果を解析し、ピロリ菌感染胃発がんリスクが明らかにされ

ることが期待される。また、構築したネットワークを継続するために、

フィリピンのセントルークスメディカルセンターに消化器がん診断・治

療研究教育センターを設置し、若手研究者を長期滞在させ、事業終了後

の継続的な若手研究者育成体制を整備する。 
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８－２ セミナー 
 
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 4回神戸国際

消化器内視鏡ハンズオンセミナー」 
（英文）JSPS Asian CORE Program “The 4th Kobe International 
Endoscopy Hands-on Seminar” 

開催期間 平成 27 年 6 月 12 日 ～ 平成 27 年 6 月 14 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、神戸、ポートピアホテル及び神戸医療機器開発セン

ター 
（英文）Japan・Kobe・Portpia Hotel and MEDDEC 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）東 健・神戸大学・教授 
（英文）Takeshi Azuma・Kobe University・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) 

（英文） 

 
参加者数 

A. 3/ 9

B. 19

A. 5/ 25

B. 1

A. 1/ 5

B.

A. 1/ 5

B.
A. 10/ 44

B. 20

セミナー開催国
（ 日本

）

合計
<人／人日>

日本
<人／人日>

中国
<人／人日>

イギリス
（日本側）
<人／人日>

シンガポール
（日本側）
<人／人日>

派遣先

派遣

 

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 アジア諸国において、胃がん予防システム構築のために、上部消

化管内視鏡検査・治療について、世界をリードする日本で、海外

の若手研究者に、臨床症例の画像による胃がん診断・治療の提示

に加え、生体ブタを用いて実技指導を実施する。今回は、最終年

度でもあり、臨床症例によるライブデモンストレーションを組み

込み、より実臨床に沿うセミナーを開催する。 
期待される成果 アジア諸国の若手研究者が、世界最先端の日本の胃がん予防シス

テムについて理解するとともに、彼らの内視鏡技術の向上が図ら

れ、自国における胃がん予防システム構築が進められることが期

待される。特に、生体ブタによる実技トレーニングに加え、臨床

症例画像と実症例によるライブデモンストレーションを実施する

ことにより、より臨床に沿った理解が高められることが期待され

る。 
セミナーの運営組織 神戸大学大学院医学研究科消化器内科学分野と公益財団神戸国際

医療交流財団が主体となって、開催準備等事務的運営を行う。日

本側協力機関の研究代表者が運営委員としてセミナーのプログラ

ム構成等を決定する。 

開催経費

分担内容 
日本側 内容 国内旅費              

   外国旅費            
謝金                

   その他経費（会場費）       
    外国旅費 消費税                     

中国側 内容 外国旅費              

 

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「アジアのヘリコ

バクターピロリ感染と胃がん」 
（英文）JSPS Asian CORE Program “Helicobacter pylori 
infection and gastric cancer in Asia” 

開催期間 平成 27 年 6 月 25 日 ～ 平成 27 年 6 月 26 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、神戸、ポートピアホテル 
（英文）Japan・Kobe・Portpia Hotel 
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日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）東 健・神戸大学・教授 
（英文）Takeshi Azuma・Kobe University・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) 

（英文） 

 
参加者数 

A. 8/ 24
B. 30
A. 8/ 40
B.
A. 3/ 15
B.
A. 2/ 10
B.
A. 2/ 10
B.
A. 3/ 15
B.
A. 2/ 10

B.
A. 28/ 124
B. 30/

日本
<人／人日>

合計
<人／人日>

セミナー開催国
日本

中国
<人／人日>

韓国
<人／人日>
ベトナム
<人／人日>
フィリピン
<人／人日>

タイ
<人／人日>

シンガポール
（日本側）
<人／人日>

派遣先

派遣

  
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） 
 
セミナー開催の目的 海外研究機関より共同研究の進捗状況の報告を受け、これまで

の研究結果を解析する。また、第 21 回日本ヘリコバクター学会と

共催して、日本側研究者に加え世界的に著名な研究者の教育的講

演を行う。さらに、海外研究機関でのピロリ菌感染と胃がん及び

胃がん検診についての問題点を議論し、アジアにおけるピロリ菌

感染及び胃がん予防対策ネットワーク構築について、具体的方策

を議論する。 
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期待される成果 ピロリ菌感染と胃がんという、アジア共通の問題を、日本、韓

国、中国、ベトナム、フィリピン、タイというアジア諸国との共

同研究交流により解析し、アジア発のオリジナルな知見を世界に

向けて発信することを目標としており、アジア各国の若手研究者

に世界における独自性を持たせることが出来る。本研究において

アジアにおけるピロリ菌感染及び胃がん予防対策ネットワークを

構築することが、若手研究者の継続的育成につながる。セミナー

招聘者に世界的な著名な研究者を加えることにより、諸外国の研

究者を巻き込んだピロリ菌と胃がんに関する幅広い疫学研究、臨

床研究へと広がることが期待される。 

セミナーの運営組織 神戸大学大学院医学研究科消化器内科学分野と公益財団神戸国際

医療交流財団が主体となって、開催準備等事務的運営を行う。日

本側協力機関の研究代表者が運営委員としてセミナーのプログラ

ム構成等を決定する。 
開催経費

分担内容 
日本側 内容 国内旅費               

   外国旅費  
   謝金          

その他経費（会場費）       
     外国旅費 消費税          

中国側 内容 外国旅費            

韓国側 内容 外国旅費           

ベトナム側 内容 外国旅費           

フィリピン側 内容 外国旅費           

タイ側 内容 外国旅費           
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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「アジアにおける

ピロリ菌感染及び胃がん予防対策」 
（英文）JSPS Asian CORE Program “Management of 
Helicobacter pylori infection and gastric cancer prevention in 
Asia” 

開催期間 平成 27 年 11 月 4 日 ～ 平成 27 年 11 月 6 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）フィリピン、マニラ、セントルークスメディカルセンター 
（英文）Philippine・Manila・St. Luke’s Medical Center 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）東 健・神戸大学・教授 
（英文）Takeshi Azuma・Kobe University・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) 

（英文）BONDOC Edgardo・St. Luke’s Medical Center・Assistant 
Professor 

 
参加者数 

A. 8/ 32
B. 10
A. 2/ 10
B. 70
A. 10/ 42
B. 80/

日本
<人／人日>

合計
<人／人日>

セミナー開催国
日本

フィリピン
<人／人日>

派遣先

派遣

 

 
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） 
 
セミナー開催の目的 海外研究機関より共同研究の成果報告を受け、日本側研究者に

加え世界的に著名な研究者の教育的講演を行う。また、海外研究

機関でのピロリ菌感染と胃がん及び胃がん検診についての問題点

を議論し、アジアにおけるピロリ菌感染及び胃がん予防対策ネッ

トワーク構築について、具体的方策を議論する。さらに、今後の

研究協力体制継続のための遠隔教育システムを構築する。 
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期待される成果 ピロリ菌感染と胃がんという、アジア共通の問題を、日本、韓

国、中国、ベトナム、フィリピン、タイというアジア諸国との共

同研究交流により解析し、アジア発のオリジナルな知見を世界に

向けて発信することを目標としており、アジア各国の若手研究者

に世界における独自性を持たせることが出来る。本研究において

アジアにおけるピロリ菌感染及び胃がん予防対策ネットワークを

構築することが、若手研究者の継続的育成につながる。セミナー

招聘者に世界的な著名な研究者を加えることにより、諸外国の研

究者を巻き込んだピロリ菌と胃がんに関する幅広い疫学研究、

臨床研究へと広がることが期待される。今年度は最終年度であ

り、日本の若手研究者を本事業における海外拠点の１つであるフ

ィリピンのセントルークスメディカルセンターに常駐し、本事業

のネットワーク構築の継続を図る。 
セミナーの運営組織 神戸大学大学院医学研究科消化器内科学分野とセントルークスメ

ディカルセンターが主体となって、開催準備等事務的運営を行う。 

開催経費

分担内容 
日本側 内容 外国旅費              

フィリピン 

側 

内容 国内旅費 
その他経費（開催経費）             
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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 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

神戸大学・講

師・森田圭紀 

中国・青島・

青島大学 

2015/06/20- 

2015/06/23 

海外拠点である青島大学との共同研究

の進展を図る。 

神戸大学・客員

教授・久津見弘 

中国・青島・

青島大学 

2015/06/20- 

2015/06/23 

海外拠点である青島大学との共同研究

の進展を図る。 

 

８－４ 中間評価の指摘事項等を踏まえた対応 

 「参加各国の研究者にも、アジアにおけるピロリ菌感染率と胃がん死亡率の乖離 

“Asian enigma”を解明し、アジアにおける胃がん予防対策を構築するという、本課題

の最終ゴールをよく理解してもらい、諸外国の研究者を巻き込んだピロリ菌と胃がんに

関する幅広い疫学研究、臨床研究が必要である。」という中間評価の指摘を踏まえ、最

終年度の今年度は、セミナーを臨床的教育セミナーと基礎及び臨床研究セミナーの 3回

を計画し、本課題の最終ゴールの理解を深め、拠点形成の強化を図る。特にマニラのセ

ントルークスメディカルセンターでのセミナーでは、今後の本拠点の事業終了後の継続

性を図るために、日本の若手研究者を本事業における海外拠点の１つであるフィリピン

のセントルークスメディカルセンターに常駐し、今後の研究協力体制継続のための遠隔

教育システムを構築し、本事業で構築したネットワークの継続を図る。 
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９．平成２７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 

 

※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。） 

※相手国マッチングファンドなど、本事業経費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。 

 

９－２ 国内での交流計画 

30／95  <人／人日> 

派遣先 

 

 

派遣元 

 

 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

ベトナム 

<人／人日> 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

<人／人日> 

タイ 

<人／人

日> 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

（日本側

参加者） 

<人／人日> 

合計 

日本 

<人／人日> 
 

12/60 

（0/0） 

3/10 

(0/0) 

2/10 

(0/0) 

20/205 

(0/0) 

2/10 

(0/0) 

3/15 

(0/0) 

42/310 

（0/0） 

中国 

<人／人日> 

13/65 

（0/0） 
     

 13/65 

（0/0） 

韓国 

<人／人日> 

3/15 

（0/0） 
     

 3/15 

（0/0） 

ベトナム 

<人／人日> 

2/10 

（0/0） 
     

 2/10 

（0/0） 

フィリピン 

<人／人日> 

5/15 

（0/0） 
     

 5/15 

（0/0） 

タイ 

<人／人日> 

3/15 

（0/0） 
     

 3/15 

（0/0） 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

（日本側参

加者） 

<人／人日> 

1/5 

（0/0） 
     

 

1/5 

（0/0） 

イギリス 

（日本側参

加者） 

1/5 

（0/0） 
     

 
1/5 

（0/0） 

合計 

<人／人日> 

28/130 

（0/0） 

12/60 

（0/0） 

3/10 

(0/0) 

2/10 

(0/0) 

20/205 

(0/0) 

2/10 

(0/0) 

3/15 

(0/0) 

70/440 

（0/0） 
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１０．平成２７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 1,050,000

外国旅費 3,050,000

謝金 450,000

備品・消耗品
購入費

170,000

その他の経費 3,100,000

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

280,000

計 8,100,000
研究交流経費配分額以内であ
ること。

810,000

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。

8,910,000

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

 

 

 

 


