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総合的評価（書面評価）  

 

評  価（案） 

Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標も達成された。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

 

「こころ」の科学は、単一学問分野では対応できない複合科学である。本事業では、脳

科学と疫学との連携融合により「こころ」の教育および研究の国際拠点形成を行うもので

ある。脳科学や精神医学は、アジアの国々では未発達の学術領域である。アジアの文化的

背景は欧米と異なっているため、従来の精神医学の知見が適用できない事例も多い。本事

業では、ダイオキシンによる脳発達障害を研究調査課題として、日本とベトナムの若手研

究者の交流、研究者の育成および現地での疫学的調査研究を実施し、学術的側面、若手研

究者の養成、研究教育拠点のいずれにおいても大きな成果が認められた。 

具体的には、国内とベトナムのダイオキシン汚染地をフィールドとして環境（生体）

試料中のダイオキシン毒性に関する動態解析手法の開発、技術の共有化、研究者養成を

含めてベトナムの研究環境の整備を進めてきており、環境基礎分野として国際社会への

貢献が高く評価される。さらに、行政、医療機関と協働した現地型健康リスク・モニタ

リングシステムの整備を進めるなど、環境対策分野としても高く評価することができる。

脳科学と疫学の異分野融合を試みた本研究課題は、結果として脳発達の神経・物質的基

盤研究と脳発達の臨床的・疫学的研究のそれぞれにおいて優れた学術的成果をあげてお

り、学術的にも総合科学の発展に大きく寄与している。 

そして、研究交流活動を通じて多くの学術的業績が発表されるとともに、ベトナムか

ら多くの研究者が日本で最新の研究手法を学ぶことが可能となった。当初、研究体制整

備が遅れていた疫学部門でもコホート体制が徐々に整備されてきている。 

 また、ベトナム以外の国からの研究者派遣の要請、自閉症に対する新規合成薬の開発

の可能性など、当初に想定されていた以上の成果が得られたと考えられる。ベトナム側

も「動物実験センター」、本事業で育成した研究者が設立に関った「ニューロサイエンス・

ラボ」の設置、マッチングファンドの獲得などの活動をしており、本事業を通じた交流

が今後の継続的な研究交流活動につながる可能性は高いと考えられる。特に、本研究交

流事業により、我が国とベトナムとの二国間国際ネットワークが強固なものに進展した

ことは高く評価すべき点である。今後、本事業に参画した若手研究者が、本事業を通じ

て構築した人的ネットワークを存分に活用し、当該研究教育拠点が今後のアジアの脳科

学研究をけん引することが期待される。また、ようやく体制が整いつつある疫学的研究

の成果も今後期待できると推測される。 

今後は、子どもたちや家族に直接かかわる臨床医・医療専門職や教育関係者との連携

を進め、これらの人々への教育体制の構築まで見据えた拠点形成が必要と思われる。 

 あえて課題を挙げれば、教育・研究の拠点化に必要な中核研究機関の長期ビジョン、

組織改革方針、長期支援体制という点において、組織的な担保が得られているか必ずし



 
  

も明確でない点であろう。本事業が契機となって、ベトナムに新たな研究組織が設立さ

れたことは高く評価できるが、事業終了後の展開は、参画した個々の研究者の個人的力

量に依存するところが大きくなるのではないかと思われ、継続発展性が見通し難い。大

学の長期ビジョンに沿った組織的支援方針が提示されるとなお良かったのではないかと

思われる。 
 



 
  

１．これまでの交流を通じて得られた成果  

 

観  点 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠 

点の構築」の観点から成果があったか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

評  価（案） 

■ 想定以上の成果があがった。  

□ 概ね成果があがった。  

□ ある程度成果があった。 

□ 成果があがったとは言えない。 

コメント 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠点の構築」

の観点から成果があったか。 

 

学術的側面： 

本事業では、①脳発達の神経・物質的基盤研究と②脳発達の臨床的・疫学的研究を中

心に研究が展開されてきた。脳発達の神経・物質的基盤研究では、膝状体外視覚系、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の発達に重要な働きを持

つことが明らかにされた。さらに、PDGFR-βノックアウトにより作成した自閉症・統合

失調症動物モデルを用いて、T-817MA による薬物治療の可能性を示した。これらの成果

は、自閉症・統合失調症の発症機序の解明につながる貴重な研究と考えられた。脳発達

の神経・物質的基盤研究に多くのベトナム人研究者が関わったことの教育的意義も高い

と評価できる。 

脳発達の臨床的・疫学的研究では、「健康リスク・モニタリングシステム整備」と「発

達障害のリスク要因の疫学的検討」がなされ、枯葉剤汚染地域において母乳ダイオキシ

ン濃度が高いことが報告された。特にダイオキシン曝露と認知機能との関係についての

報告は社会的にも注目された。 

また、年次が進むにつれて相手国参加研究者との共著論文の比率が高くなっており、

高い水準の研究成果は研究交流活動によって可能になったものが多いといえる。 

よって、本事業の実施によって得られた研究成果の学術的価値は高く十分に評価でき

るものである。 

 

若手研究者の養成 

多くのベトナム人学生が、富山大学、金沢医科大学に受け入れられ、脳発達の神経・

物質的基盤研究に加わった。その中には、助教として後進の指導にあたった研究者も含

まれ、将来、日本で研究手法を学んだベトナム人研究者がアジアにおける脳発達研究を

牽引していく可能性は高く、大きな成果を上げたと評価できる。 

具体的には、ベトナムから受け入れた研究者が、帰国後にニューロサイエンス・ラボ

の設立に携わるなど、既に育成実績をあげている。日本人大学院生に関しても 12 人の



 
  

ベトナム短期海外派遣を行っており、双方向の交流活動が行われたことが窺える。期間

中に育成した若手研究者の中で、日本人 2 名、ベトナム人 7 名、モンゴル人 1 名が既に

大学教員となっていることは、人材育成の観点から高く評価される点である。 

 

研究教育拠点の構築： 

ベトナム軍医大学では「動物実験センター」の建設に取り掛かっており、生理学講座

には「ニューロサイエンス・ラボ」が構築されている。今後、脳科学におけるアジアの

拠点になり得ると考えられるが、現状では、研究機関の情報発信力、組織力、国際的ア

ピール力が弱く感じられ、盤石とは言い難い。両国からのさらなる支援、ネットワーク

の拡充と構築が必要と思われる。一方、疫学との連携については、研究教育拠点整備が

やや遅れていたが、ダナン、ビエンホアでの小児コホート体制が確立しつつあり、今後

の展開が期待される。 

 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

 

脳発達の神経・物質的基盤研究を中心に、77 編の論文・著書、45 編の国際会議での

発表がなされている。 

論文業績は、77 件のうち、3 件が和文、13 件がベトナム国内誌である。残りは、英文

国際誌で、論文業績は十分に国際水準を満たしている。また、77 件の論文の内、32 件

が相手国研究者との共著であり、期間中の平均共著率は 42％と高い比率を示している。

年別に見てみると、25％（2011）、45％（2012）、48％（2013）、50％（2014）と、年次

進行で上昇していることが明らかで、本事業の成果が着実に現れているものと判断され

る。また、PNAS, Toxicology , European Journal of Neuroscience などインパクトフ

ァクターの高い学術雑誌に多くの成果が公表されており、それらの論文の中には、5 編

の疫学的な研究も含まれている。ダイオキシンと発達の関係についての研究は社会的に

も注目されており、優れた研究業績と考えられる。 

 一方、国際会議の実績は、報告書では全体で 45 件が国際会議としてリストアップさ

れているが、開催国の内訳を見てみると、ベトナム以外では、ベルギー1 件、オースト

ラリア 1 件、韓国 2 件となっており、大半は本事業で開催した会議での発表となってい

る。 

 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

 脳発達障害（自閉症、学習障害、統合失調症）の社会的関心は、国内外を問わず非常

に高い。本事業によって得られた成果は、学術論文で発表することに加えて、5 回の国

内シンポジウムにおいて情報発信し、研究成果の一部が国内外の報道機関にプレスリリ

ースされているなど、関連分野の啓発と知識の社会還元を行っている。 

相手国においても、高度医療人および研究者の育成等を通じて、保健医療の向上と人材

育成で多大な貢献を行っている。 

 具体的には、小児コホート研究を通じて、発達障害に関するベトナム人医師及び医療

者の理解が深まった。平成 25 年度には、コホート研究に先立ち、医師・医療スタッフ

の研修・教育がなされた。教育効果についての具体的な評価はないが、療育面での指導

を含めた保健体制構築の第一歩と評価できる。また、ダイオキシン曝露と児の認知発達

との間に関連性があることを指摘し、ハノイ新生児コホートなど新しい研究体制を導い



 
  

たことは大きな社会的貢献だと考えられる。疫学的研究には、行政機関とも連携したコ

ホート体制が不可欠である。「発達障害のリスク要因の疫学的検討」はすべての国々に

共通する課題であり、ベトナムにおけるコホート体制の構築、基礎研究と連携した拠点

形成を期待したい。 

 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 アルツハイマー病治療薬として開発された T-817MA が、統合失調症/自閉症のモデル

マウスの行動障害改善に効果が見いだされたことは、ダイオキシンによる発達障害を含

む脳機能障害治療に有用であることを示唆する重要な知見であるほか、ダイオキシンと

アスベルガー症候群様症状との関係が示されたことは、学術上顕著な成果である。 

 また、ベトナム以外の国の若手研究者による日本への派遣希望者の増加についても、

予期以上の成果と考えられる。 



 
  

２．研究交流活動の実施状況 

 

観  点 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適

切に計画し、実施したか。 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であっ

たか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されてい

たか。 

・中間評価における指摘事項等について、適切に対応されたか。 

 

評  価（案） 

□ 想定以上に効果的に実施された。  

■ 概ね効果的に実施された。  

□ ある程度効果的に実施された。  

□ 効果的に実施されたとは言えない。 

コメント 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適切に計画

し、実施したか。 

 

出版された 77 編の論文・著書のうち 32 編が共著であったことからも、「共同研究」

は積極的に行われたと判断される。多くのベトナム人研究者が富山大学において、脳発

達の神経・物質的基盤研究のための研修を受けており、共同研究の成果が認められた。 

「セミナー」は、一般向け講演型セミナーと研究者対象の講義型セミナーが年に３－

４回実施されている。評価資料（自己評価資料、セミナー案内、地方紙新聞記事）から

判断するのは難しいが、本事業のアウトリーチとして適切に実施されたと思われる。中

でも、海外（ベトナム）開催が 11 回と高い割合を占めたことは評価される。ただ、こ

れらのセミナーの規模が比較的小さく、二国間だけの閉鎖的な印象を受けることが惜し

まれる。 

「研究者交流」も、日本及びベトナムの研究者間で活発に行われており、十分な意志

疎通の下、事業が進められた様子が窺え、計画を上回る実績をあげている。 

全期間において、派遣総数は 37 人、受け入れ総数 61 人、交流総数 98 人と、緊密な

交流が行われ、ベトナムからの受け入れを通して、高度医療人あるいは研究者を育成し、

相手国の次世代リーダーを生み出す当初目的に合致した実績となっている。ただ、日本

側からの派遣研究者の滞在期間は 1～数日と短かった。開始当初は、日本での研究者教

育が中心になるため、ある程度のアンバランスは不可避と思われたが、今後は、相互の

施設に一定期間滞在し、双方向性の交流によって研究レベルの維持・向上に努めるべき

と思われる。また、今後は、疫学部門を担当する地域病院の医師や看護師を対象とした

教育・研修交流も必要と思われる。 

 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であったか。 

 



 
  

中核機関である富山大学およびベトナム軍医大学との実施体制・協力体制等は万全で

あったと評価される。特に、相手国（ベトナム）政府および関係行政機関との協力体制

が構築できたことは、本事業の成否を決める重要な要素であった。 

また、脳発達の神経・物質的基盤研究に関する実施・協力体制は当初より適切に機能

していたが、脳発達の臨床的・疫学的研究における協力体制は、事業開始時には未構築

であった。しかしながら、年度を通じて徐々に整備されてきており、平成 25 年度には、

2 地域において行政も参加したコホート研究が動き始めている。神経・物質的基盤研究

グループの富山大学と臨床的・疫学的研究を担った金沢医科大学とのアンバランスは認

められたが、ベトナム側の責任体制整備に伴って日本側の機関間の実施・協力体制も適

切に機能するようになったと評価できる。日本側とベトナム側の研究機関において、疫

学、脳科学各々の領域内での連携を深めるだけではなく、部門間の研究者交流を促す体

制を構築していく必要がある。 

なお、事務組織については、国際事業を推進する際に、拠点機関の事務組織の人的資

源が整っているとは限らず、多くの大学（研究機関）ではまだ慣れていないのが実状で

はないかと思われるが、概ね適切であったと思われる。 

 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

 

各費目の年度別執行額、特に備品・消耗品購入費に変動が見られるが、事業の性格上

理解できるものであり、経費は適切に執行されたと判断される。 

  

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されていたか。 

 

 実施期間中に 5 件のマッチングファンドを VMOST (Vietnam Ministry of Science and 

Technology)から総額 188 億 8 千万 VND（91,356,315 円）得ており、本事業交流に必要

な額を確保している。 

 

・中間評価における指摘事項等について適切に対応されたか。 

 

 中間評価で指摘されていた「脳科学」と「疫学」の連携については、報告書からは、

依然として、それぞれの研究者が各々の興味に従って個別研究を実施している印象を受

けるが、行政も関与した新コホート体制が確立している点や、脳科学と疫学研究の連携

を強化し、動物実験でダイオキシン毒性による脳発達障害の過程が検証されたほか、ベ

トナム・ダナン市コホートで実施された疫学的追跡調査により、ダイオキシンが自閉症

発症に関与する可能性を示す画期的な知見を公表することができたという点などにお

いて、改善しつつあると思われる。ダナン、ビエンホアの 2 地域でコホート研究が開始

され、ハノイ新生児コホートも準備されている。今後の疫学・臨床的研究の展開が期待

される。 

 また、疫学論文数の少なさが中間評価では指摘されていた。分野の特殊性を考慮する

と、生産性は実験系に比べて多くは望めないと考えられる。中間評価以降の 2014 年に

出版された Molecular Psychiatry 誌の論文は、十分にインパクトがある研究成果であ

り、中間評価時の指摘事項は改善していると言える。 

 



 
  

３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 
・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

評  価（案） 

□ 想定以上の成果が期待できる。  

■ 概ね成果が期待できる。   

□ ある程度成果が期待できる。  

□ 成果が期待できない。 

コメント 

・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

5 年間にわたりほぼ同規模の交流が続けられており、脳発達の神経・物質的基盤研究に

おいては、多くのベトナム人研究者が養成された。ベトナム側も積極的に資金援助を行

っており、ベトナム軍医大学に、「動物実験センター」、「ニューロサイエンス・ラボ」が

構築され、今後、脳発達科学における重要な研究拠点となると期待される。本事業を通

じてベトナム側との共同研究体制が確立されてきた。また、コホート体制の構築も徐々

に進みつつあり、継続的な研究交流活動が期待できる。 

「アジア地域における研究教育拠点」の構築のためには、両国からのさらなる支援、

国内外の研究・教育ネットワークの拡充と構築が必要と思われるが、ベトナム以外の国

からの研究者参加もあり、今後、他国も含めたアジアにおける国際研究拠点に発展しう

ると考えられる。 

ただ、その一方で、本事業は、特定研究者間の比較的個人的な連携が基盤となってい

る印象を受けるため、大学組織としての研究拠点化構想や、学術および教育振興を目的

とした教育体制等の長期的戦略のビジョンが見えにくい。そのため、本事業の推進研究

者の退職や異動に伴って、継続事業活動が停止あるいは弱体化することを危惧させる。

今後は、個人を超えて、組織的に本事業を継続発展させる体制の確立と、学長のリーダ

ーシップによる拠点化構想への支援が望まれる。 

また、真の「脳科学と疫学の連携によるこころの教育・研究拠点」となるためには、

研究者養成だけでなく、子どもたちや家族に直接かかわる臨床医・医療専門職及び教育

関係者との連携、教育も不可欠である。 

 


