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総合的評価（書面評価）  

 

評  価 

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、当初の目標もある程度達成された。 

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 

 

韓国は日本に最も近い隣国であり、アジア研究教育の拠点を共に築き、アジアの発展のため

研究交流を深めるにあたって重要な国である。韓国は日本と同様に急速な高齢化社会に直面

し、老化研究と老年医療対策の推進が国の重要な課題となっている。本事業はこの老化研究と

老年医療対策に焦点をあてて、韓国との研究交流を通じて共に発展し両国での老化制御研究と

老年医療教育の研究教育拠点形成を目指して実施されたものである。 

全体的には、老化制御研究の拠点構築に関しては、ある程度成果があり、当初の目標もある

程度達成されたと評価できる。他方、二枚看板のもう一つである老年医療教育拠点に関しては、

臨床系研究者の参加が少なく、共同研究やセミナーも「老年医療対策」に対する課題が少なか

った。ハーリム大学との学部生レベルの研修以外、活動実績が不十分であり、当初の目標が達

成されたとは言い難い点は残念である。 

 

研究交流としては、毎年数回のセミナーを日本、韓国の各地で開催し、若手の育成も含め多

くの研究交流が活発に行われ、寿命遺伝子や神経変性、カロリー制限と老化等に焦点をあてて、

共同研究が行われた。これらの研究課題は老化のメカニズムを考える上で重要なものであり、

このプロジェクトの研究課題として十分なものである。その成果として、老化制御遺伝子や寿

命制御遺伝子の老化・寿命制御における新たなメカニズム、老化脳可塑性と神経変性における

シグナル伝達、個体老化における FOXO 転写因子の新たな役割、カロリー制限による抗老化作

用のメカニズムの一端を解明し学術論文として公表しており研究の成果をあげている。近年、

カロリー制限と寿命の問題は研究者の注目を集めており、この事業でもその関連性が裏付けら

れた事は意義深い。NPY、ミトコンドリアシトクローム c、IRS などいずれも代謝と深く関わっ

ており、代謝と老化がどのように結びついているか今後の発展が期待される。本事業の成果と

してスプリンガー社から出版される予定の学術書や、最終的に原著論文として 41 本が発表さ

れた事は大きな成果として認められる。残念な点は、韓国との共著論文が 1 本にとどまった点

である。 

 

若手の育成については、学部学生や大学院生を招聘し共同研究に従事させるなど、次世代研

究者の育成を目指した交流も試みている他、拠点間の合同ワークショップや長崎大学附属病院

における 1 ヶ月の研修など工夫が見られる。若手啓発のワークショップでは積極的に研究発表

の場や議論の場を設けたことで、若手育成に関して意義ある成果が得られたと思われ、これら

の取り組みの結果、長崎大学から東京理科大学、早稲田大学、京都大学、東京医科大学などへ
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若手が転出昇進するなど、研究者の育成において実績をあげた。しかしながら、シンポジウム

では教授・部門長クラスが参加者の大半を占めており、若手中心のワークショップだけでなく、

シンポジウムへも若手が積極的に参加するよう促してもよかったのではないかと思われる。 

  

 今後の研究交流活動計画については、拠点機関である長崎大学の参加研究者が日本基礎老化

学会の理事長に就任したこともあり、長崎大学が日本の基礎老化研究においてリーダーシップ

を果たしていく事が期待される。また、韓国においても、プサン大学に老化研究所ができた事

は重要である。今後も引き続き、両者の間で協力関係を発展させて基礎老化研究を牽引して欲

しいが、長崎大学では老化研究の拠点施設は構築できていないため、今後は、国内の国立長寿

医療センターや信州大学加齢適応研究センターなどの様々な施設との役割分担を考慮に入れ

つつ、長崎大学全体のサポートを得ながら、継続・発展できるよう努めてほしい。また、教育

拠点としての啓蒙活動に関しては、改善すべきところも多く、学生や研究者の啓蒙活動にどの

ように取り組むか、事業終了後の継続的な活動計画が必要であろう。老化問題は研究者だけで

なく、広く国民の関心事の一つでもある。今後もセミナー、インターネットや出版を介して、

一般市民に対する積極的な情報発信を行い、拠点としての役割を果たしていく事が期待され

る。 

 

 老化研究の重要性は誰もが認めるところであり、本事業で老化研究における韓国と日本の研

究交流のシードが撒かれたことは大きな成果である。今後の継続した研究交流活動について

は、日本側の拠点機関や協力機関の多大な努力が必要であると考えられるが、今後の発展に期

待したい。 
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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 

□ 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」では、老化遺伝子、寿命遺伝子の働き、神経老化、個体老化と FOX 因子の役

割、カロリー制限と老化機構など興味ある課題に意欲的に取り組んだ。酸化ストレスと神経

変性・老化に関する成果は本プロジェクトの特筆すべき成果の一つである。また、寿命延伸

因子としてミトコンドリアシトクローム c 酸化酵素を同定した事の意義は深い。この他にも

NPYがカロリー制限による寿命延伸と関わっている事を明らかにする等重要な発見をしてい

る。近年、栄養と寿命の関連はたびたび指摘されており、本研究の成果はこれを裏付けるも

のとして重要であり、さらなる発展が期待される。 

成果発表に関しては、長崎大学とソウル国立大学が中心となってメンバーが個別に行って

きた老化研究をまとめた学術書の発刊（2015 年秋刊行予定）を取りまとめた点は評価に値

する。しかし、個別の研究成果発表は順調だったと言える一方、共同研究・セミナー・国際

会議を通じた活発な研究交流の成果についても論文として発表する努力が必要である。 

 

「若手研究者の育成」の観点では、ケイミョン大学やハーリム大学から学部学生や大学院

生を招聘しての共同研究の実施、長崎大学と釜山国立大学との若手啓発のワークショップの

毎年開催、毎年夏に行われた韓国側学生による長崎大学附属病院での 1 か月間研修等、若手

への積極的な支援が行われていた点が評価できる。しかしながら、若手を集めての研究ゼミ

は途中で実施をあきらめており、その理由が「日頃の研究に忙しくて疲れているためか、あ

まり自主啓発的な会合までには成長せず、途中で実施をあきらめた」とのことであった。若

手への積極的な支援はなされていたが、その方法については改善策を検討する余地があった

のではなかろうか。 

このほか、本事業中に長崎大学の当該研究室から東京理科大学、早稲田大学、京都大学、

東京医科大学などへ若手が転出昇進しており、次世代を担う研究者として期待される点につ

いては、若手研究者の育成に関する実績を残したと考える。 
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「研究教育拠点の構築」については、老化制御研究としての拠点構築の努力は窺えるが、

地域老年医療としての拠点構築に関しては記載がないことは残念である。 

前者については韓国側では、釜山大学に老化研究所ができたこと等、4 カ所で老化研究の

拠点シードが形成されており、評価できる。一方、国内では本事業のメンバーが日本基礎老

化学会の理事長に選出された事は当事業が学会において高く評価されているものと考えら

れるが、長崎大学を中心とした老化研究の拠点施設は構築されていないため、国内に既にあ

る国立長寿医療センターや信州大学加齢適応研究センターなどの施設との役割分担の構築

や、本事業の成果を長崎大学に根付かせて発展させる事が重要であろう。 

 

・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。 

 

日韓両国の事業関係者による加齢のメカニズムに関する書籍の出版予定は本事業の成果

として評価できる。また、研究成果として、学術雑誌に発表された論文が 41 本、国際学会

における発表が 146 件等、多数の発表がなされており、論文の数としては評価できる。しか

し、論文の質としては、一流の国際誌である Sci.Rep.誌等に研究成果を報告している点は

評価できるものの、一流誌への掲載は少なく、不十分である。 

さらに、相手国との共同研究の成果として、本事業の 5 年間での共著論文は 1 本にとどま

っており少ないため、共同研究が実質化されていたのか疑問が残る。また、共同研究におけ

る交流では、日本から韓国への訪問数 7 回は多いと言えず、共同研究の深度に疑問が残る。

この点を踏まえると、多くの発表論文は個々の研究室が従来取り組んできた研究の成果であ

り、本事業での研究交流活動は研究業績にあまり結びつかなかったのではないかとも推測さ

れる。今後の共著論文の発表と事業参加者による学術書の出版に期待する。 

 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

  

社会貢献活動として、市民公開講演会を 3 回実施しており、老化研究の現状について一般

への啓発を行ったことは評価できる。研究成果は基礎的であり、その成果は、この研究分野

の性質上すぐに社会へ実用化され還元されるようなものではないが、将来的には一連の研究

成果が実を結び社会へ還元されることを期待する。一方、これらの問題は高齢化が驚異的な

速度で進みつつある我国では、多くの国民の関心事であるため、小冊子の作製や、老化のメ

カニズムや老年医療を易しく解説するホームページやメールマガジン、マスコミとタイアッ

プしてのプロジェクトなど、拠点としての社会還元の努力が欲しかった。 

 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

  

代表者が報告書に記載している「老化脳でのカルシウム代謝異常」に関しては、概念自体

は新しいものではなく、報告書からは当初予期していない成果であったかどうかは判断でき

ないものの、研究を実施していく中で、小脳のプルキンエ細胞でのカルシウムイオン動態の

異常が寿命関連遺伝子の一つである ShcB と関連しているという新たな発見があった。研究

を論文公表するには様々な検証実験が必要であり成果の発表には至っていないが、近い将来
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高いレベルでの論文発表がなされると期待できる。 
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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 

□ 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。 

 

共同研究は、長崎大学と韓国側の各大学間で進んでいる、いずれも老化研究において興味

深い共同研究課題を 5 つ設定し、概ね適切に実施された。 

また、シンポジウムや若手対象のウィンタースクール等のセミナーを国内外で 19 回開催

しており、セミナーや研究者交流については適切に計画され実施されたと判断される。これ

らセミナー等における研究者の交流は、共同研究の進捗状況を確認するとともに、研究発表

や議論の機会となり効果的に実施されたと思われる。欲を言うとすれば、基礎老化研究のセ

ンターとして世界の著名な研究者を招いての国際シンポジウムの開催などがあればより効

果的だったのではないか。 

ただし、シンポジウム開催や学会での発表、研究打ち合わせ等を通じて研究交流はなされ

たようだが、5 年間で共著論文が 1 本のみであり、研究業績という成果まで結びついた共同

研究は少ない。 

研究交流活動全体としては、国内のみならず、イタリア、中国、台湾、インド等の研究者

との積極的に交流を行っている。これらの各事業は本企画の研究交流目標の達成に大きく貢

献した。特に日韓に加え、台湾の国立陽明大学や中国の東芫医科大学の研究者との交流はア

ジア全体の拠点構築に役立つと考えられる。したがって、計画は適切に実施され当初目的は

達成されたと考える。 

 

 

・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。 
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国内の協力機関として国立長寿医療センター、東京都健康長寿医療センター、東北大学加

齢医学研究所、国外の協力機関としてソウル大学、プサン大学、ケイミョン大学、デグハー

ニー大学等と協力関係を構築しており、本事業の遂行に十分な実施体制・協力体制である。

これらの機関とは活発に共同研究、セミナー、学会発表、研究打ち合わせを行っており、協

力体制は適切であったと思われる。しかし、報告書からは共同研究、セミナー以外の研究者

交流の「用務・目的等」の欄に「研究打合せ及び研究推進」としか記されていない交流も多

く、国内の協力機関との関係、研究分担の内容はつかめなかった。 

また、今後、アジアにおける地域老年医療の拠点を構築するには、長崎大学の基礎医学講

座のみでは不十分であり、臨床講座との連携が必要である。さらに、韓国語や英語に堪能な

事務スタッフの充実も必要不可欠である。 

 

・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。 

 

全期間にわたる経費使用額の記載から、経費総額の 50％以上がセミナー開催や研究者の

交流のために使われており、人材交流と共同研究ならびに人材育成という目的に照らすと、

適切に経費が執行されていると判断される。 

 

・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。 

 

日本側が各年度 550 万円から 1,000 万円程度の経費を使用しているのに対して、韓国側は

平成 26 年度以外、日本の経費総額を上回る 900 万円から 1,200 万円程度の経費を使用して

おり、相手国においても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と判断で

きる。 

 

・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。 

 

中間評価では、研究活動の具体的な成果について、解析中もしくは進行中の課題が多く、

十分な成果が得られているとはいえないとの評価であったが、共同論文が少ないものの、平

成 25 年度および平成 26 年度に 34 編の論文を発表し、適切に対応されたと判断できる。た

だし、老化制御研究の拠点構築には一流紙への掲載の努力が必要である。 

 一方、地域老年医療教育拠点の構築についてはそれほど成果があがっていないとの指摘を

受け、この課題を前進させるには、臨床系の研究教育者に積極的に本事業に参加してほしい

と指摘されていた。この点については報告書では記載がなされておらず、対応が不十分であ

ったと考えられる。また、老化に関する問題提起についても、研究者だけでなくもう少し積

極的に学生、医療現場に対して行うなどした方がよかったと思われる。 
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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 

□ 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。 

 

本事業では、長崎大学をアジアの老化研究と老年医療教育の拠点とすることを目標に掲げ

ているが、後者の、地域老年医療の研究教育拠点としての活動は、現状では期待できない。

ハーリム大学とは、既に医学部学生同士の基礎・臨床レベルでの交流実績があり、それを発

展させることにより地域老年医療の研究教育拠点の構築へとつなげることが期待される。 

他方、アジアにおける老化制御研究の研究教育拠点としての研究交流活動は、今後の本事

業の参加者の努力次第で継続可能と期待される。長崎大学では、本事業の参加研究者が日本

基礎老化学会の理事長に就任したため、今後の我が国の老化研究の拠点として研究をリード

していくことが期待できる。また、長崎大学の若手中堅研究者が東京理科大学、早稲田大学、

京都大学、東京医科大学等へ教授あるいは准教授として転出していることから、人的ネット

ワークを通じて、長崎大学が拠点となって日本各地の多施設での交流活動が続けられ老化研

究推進へ寄与することが期待される。また、この事業では神経変性とカルシウムイオン動態

の異常の関連性など新たな発見も多くあり、今後も共同研究を発展させて論文を発表して行

く事が強く期待される。 

また、韓国においてはプサン大学に老化研究所ができ、老化研究の拠点としての機能を果

たしていく事が期待される等、研究拠点のシードが形成されているのに対し、日本側では、

長崎大学の基礎老化研究の拠点としての長期ビジョンが不明なままとなっていることも課題

であろう。国内の他の老化研究機関との役割分担や海外の研究機関との協業など今後の展開

につながる議論、システムの構築が必要ではないかと考える。また、教育拠点として、学生、

研究者の啓蒙活動にどのように取り組むかという、継続的な活動計画の立案も欲しいところ

である。加えて、老化問題は研究者だけでなく国民の重大な関心事の一つでもある。今後は

インターネットや出版を介して、一般市民に対する積極的な情報発信を継続的に行う事も重

要であろう。 

いずれにしても、事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として活動を継続するためには、

長崎大学全体のサポートが必要不可欠であるが、報告書においてはその方向性が明らかにな

っていないため、今後の体制整備について検討し、活動継続に努めてほしい。 
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