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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 

 

本課題の目標は、胃がんの原因として考えられているヘリコバクター・ピロリ感染症に

ついて、アジア諸国でピロリ菌感染率と胃がん死亡率の乖離が認められるという「Asian 

enigma」を明らかにし、アジアに多い胃がんの予防対策を構築するための研究教育拠点を

形成することである。  

本課題の学術的研究成果は、研究参加国からピロリ菌を入手し病原性の中心と考えられ

る CagA 遺伝子を解析し、その違いが胃がんリスクを含めた Asian Enigma の原因の一つで

あることを示唆したこと等にあると考えられるが、学術的価値を高めるためには CagA 遺

伝子の違いがどのように胃がん発症リスクに関与するのかが明らかにされる必要がある。

この知見に関して学術論文に成果発表がされておらず、この点はアジア教育拠点事業の成

果としては物足りない。英文論文は１０編報告されているものの、１０編のうち共同発表

論文は１編のみ、国内外の学会発表に関しても共同発表が０報であることを見ると、成果

の多くが本事業に関するものというよりは各国・各施設の独立した研究成果であった可能

性は否定できない。 

また、CagA 陰性においては、宿主側の IL-8 産生性が胃がん発症に関与することを示し

たことや、宿主側のケモカインのリンパ濾胞形成への関与を明らかにする等の成果が報告

されるなど、一定の成果を挙げていると考える。今後は宿主側反応の人種による違いなど

が交流研究で進展することを期待する。学術的には一定の成果を挙げているが共同研究成

果としては十分とは言えないと考える。 

研究交流活動に関しては、学会・研究会において海外から若手を含めた研究者を招聘す

るなど、継続性をもって一定の成果を挙げている。特に、表面的・短期的な交流に留まら

ず長期的にコミットする人材を相互に派遣しており、今後こうしたネットワークを活かし

て臨床研究が推進される可能性がある。また、St.Luke’s Medical Center（フィリピン）

に拠点が設立され、日本の研究員を常駐させることの意味は大きく評価に値する。 

本課題は、当初の目標設定が総花的であり焦点を絞りきれなかったために目標未達が 

多く残された印象を強く受ける。また、各国が個別に成果を出すのではなく、共同研究課

題を絞る必要があること、参加するだけの交流ではなく具体的な事業の立案・実行までを

含めた人材育成を目指すこと、現在のネットワークを強化することが必須であり、そのた

めには日本が中心的役割を担い参加各国の財政状況を含めた社会事情を理解したうえで

の計画立案や推進が必要と考える。 

 
 

 



 

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。 

 

学術的側面では、本課題における交流事業を通じて入手した海外の菌株を含めて CagA

遺伝子型を解析することにより、その遺伝子型が胃がん発症リスクに関与する可能性を

示したことなどが報告されている。しかし、中間評価でも指摘されたが、学術的成果と

しては全体的にインパクトはやや弱く、日本株のゲノム解析からの系統樹作成について

もこれまでの海外報告との比較に留まるものであり、宿主側の免疫応答の報告は診断や

治療の体系に大きな影響を与える発見とまでは言えない。また、全体的に個別研究の要

素が強く、交流事業としての学術面での成果は、CagA 遺伝子解析に限定されると思われ

る。一方、新たに見出された CagA の全身循環への流出機構はこれまでの概念を変えう

る発見であり、さらなる事実の積み重ねが必要ではあるが将来性という点では高く評価

したい。 

 若手研究者の養成という点では、双方向の交流があり、ある程度の成果が挙げられた

と評価できる。内視鏡診断や ESD などの内視鏡治療手技のハンズオンセミナーはその成

果の一つであり、アジア地域の内視鏡技術の向上に貢献したと考えられるものの、内視

鏡に関するセミナーは本事業の柱とは言えないものである。一方で、これらの育成され

た若手研究者が共同研究を推進するまでには至っておらず、若手研究者の養成プログラ

ムが可視化されるにも至っていないと判断せざるを得ない。 

 今後は、本事業で養成された若手研究者が母国において活躍するだけではなく、本事

業の主旨を理解しアジアでの研究交流を推進するべく共同研究を推進し、次世代の育成

に活躍することを切望する。 

 教育研究拠点の構築については、本事業開始前より協定を結んでいた機関との連携が

強化されたことが示されている。事業後半には、St. Luke’s Medical Center（フィリ

ピン）で新たな拠点が設立され、日本人研究員常駐も予定されることで、ネットワーク

形成も実現化されつつあり、本事業終了後の継続性も期待できる。 

 

 



 

・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。 

 

国際学会では、本研究事業に関連すると考えられる発表を活発に行っており評価でき

る。一方、本課題の全期間に発表された英文論文は 10 編であり、中間評価段階の 1 編

から増加しているものの、英文論文 10 編のうち共著論文は 1 編にとどまり、学会報告

では共同発表 0 報であるなど、十分な交流活動の成果があったとは言えない。さらに、

交流研究の成果である CagA が最も重要な胃発がん因子であることを明らかにした点に

ついても、事後評価資料提出の段階では、まだ論文化されていない。これは先に述べた

ように研究活動内容報告に個別研究が多く含まれていることが大きく影響している可

能性がある。交流研究としてのプロジェクト立案が不足していた可能性があり、今後の

活動継続の上で重要な修正点であると指摘したい。 

 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

 

幾つかのアジア諸国との間でセミナーを開催したことにより、アジア各国にピロリ感

染と胃がんリスクに関する知識の普及、内視鏡技術の伝播をある程度行うことができた

と思われる。また、日本のヘリコバクター・ピロリ学会でアジア諸国のデータを共有で

きたことで研究者のコミュニティーに対して貢献しているともいえる。 

一方、一般市民への公開講座においては、ピロリ菌に関する既知の情報の周知が中心

であり、本事業での成果を発信したとまでは言えないことから、学術的な研究成果の社

会への還元までには十分至ってはいない。 

今後は、各国が本課題をベースにそれぞれの状況に合わせながら研究課題を立案し、

社会へ還元することを期待する。   

 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

学術的な面で CagA の全身循環系への流出という新たな現象を見出している。胃がん

以外の疾患の病態解明に寄与する可能性も秘めており今後の発展を期待する。 

また、エクソソームによる CagA 分泌の研究は学術的に興味深い成果と考えられる。

しかし、本研究は研究交流活動を通じて得られた成果であるというよりは、日本側拠点

の研究室でもともと行われていた研究の成果のように見受けられる。 

 



 

２．事業の実施状況 

 

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。 

 

共同研究については、事後評価資料の成果報告として、共著論文発表 1 編、学会発表

0 報であり十分な成果を挙げたとはいえない。また、共同研究を推進するというよりは、

各国が個別に研究を行い、その結果を持ち寄って議論しているように見受けられる。各

国の若手研究者がセミナーに参加するだけで終わってしまっている可能性を危惧する。 

セミナーについては、国内外で本事業の趣旨に沿って適切に開催されている。しかし、

ESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）の手技に関するハンズオントレーニングについて、中

間評価でも本交流事業との関連性は乏しいと指摘されているにも関わらず、２６・２７

年度にも実施されているが、本課題の目的との関連性を明確にしたうえで、実施をする

ことが必要と思われる。 

研究者交流については、若手医師・研究者の積極的な交流が行われており、フィリピ

ンに新たに設置された内視鏡センターに常駐スタッフを派遣して、指導・運営に従事し

ていることは特筆すべきと考えられる。 

 

・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。 

 

国内外の拠点機関や協力機関は概ね計画に書かれたもの通りに実施されていると考

えられるものの、拠点同士の共同研究立案・実現までには至っていない。後半期に入り

新たな海外拠点も設立されておりこの点は期待できる。もう少し具体的に共同研究体制

を絞り、各国において何を成果としてアウトプットするのかをあらかじめ目標として明

記しておく必要があったのではないかと考える。 

 

 



 

・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。 

 

おおむね適切に執行されていると判断するが、年度により「国内旅費」と「外国旅費」

が 3～4 倍も異なっている点、「その他の経費」が当初に比して倍近く増加している点に

ついて適切な説明が必要と思われる。 

 一方、中間評価で指摘された国内旅費と消耗品費の突出は改善されている。 

 

・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。 

 

それぞれの諸国、とりわけ東南アジア諸国についてはわが国の水準でマッチングファ

ンドを確保するのは容易ではないと推定されるが、各国の事情に相応して準備されたも

のと推定可能である。よって、マッチングファンドは概ね確保されていたと考えられる。 

 

・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。 

  

中間評価においては１）学術的成果が乏しいこと、２）人的交流はあるが共同研究体

制が十分に機能していないこと、３）ESD などのやや本事業の本来の目的とは異なった

成果報告が多いこと、４）国内出張費や消耗品費が多く交流事業としてはふさわしくな

いこと、等が指摘された。１）２）については、最終報告をもってしてもまだ十分に対

応されたとは言えない状況である。特に共同研究発表が極めて少ないことを指摘した

い。学術的な成果の面でも英文論文は１０編に増加しているが共同研究は増えておら

ず、本事業とは関連性の薄い各施設の個別研究を成果として含めている可能性は否定で

きない。３）については、内視鏡セミナーが継続開催されているが、成果報告の中に占

める割合は減っていると思われる。４）については、改善されている。  

 全体として、最大の目的であった Asian Enigma の解明とはやや違ったベクトルで進

んでしまったと感じる。St. Luke’s Medical Center の拠点化など共同研究の今後の発

展を期待する要素はあるが、具体的な研究計画やアジアの若手研究員養成のプログラム

が足りないと感じる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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。 

  

本研究拠点は、昨年度の日本ヘリコバクター・ピロリ学会を主催するなどすでに有数

の研究教育拠点となっている。コーディネーター自身も世界的な研究者であり、今後も

研究拠点として発展することが期待できる。ただし、この両点については双刃の剣であ

り、同学会と本コーディネーターに大きく依存しているものと判断されてしまう。今後

本課題の成果として引き続き事業の発展を期待するには、研究者個人の力量に依存する

のではなく、組織的な体制を構築することが必要である。  

St.Luke’s Medical Center に拠点が設立され、そこに日本人を常駐させる点は評価

に値するものであるが、現状ではまだ国によって交流の深さに差が認められ、特にピロ

リ研究の進んでいる韓国の寄与が少ない印象を受ける。事後評価資料を見る限り、共同

研究発表が少なく拠点として有機的に機能しているとはまだ言えない。今後は、神戸大

学を拠点として形成されたネットワークを通じて、若手研究者らが将来的に継続的に共

同研究を行えるフレームの具体化・可視化を早急に行う必要があると考えられる。 

 

 


