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 総合的評価   

 

 

評  価（案） 

Ａ 想定以上の成果をあげつつあり、当初の目標の達成が大いに期待できる。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげつつあり、現行の努力を継続することによって目標の達成

が概ね期待できる。 

Ｃ ある程度の成果をあげつつあるが、目標達成のためには一層の努力が必要である。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、目標の達成が期待できないため、経費の減額また

は中止が適当であると判断される。 

コメント 

“これまでの交流を通じて得られた研究成果”は、１）日本人から採取したピロリ菌株

を遺伝子解析して、既報の欧米のデータと比較した。２）研究参加各国から、少数のピ

ロリ菌株を入手して、既にピロリ菌の病原因子であることが十分に明らかにされている

CagA の遺伝子型を解析した。この２点である。各地域の検体・資料を用いた分子疫学、

免疫学的研究では、国内の共同研究機関との連携で、ある程度成果が得られている。し

かし、これらの成果について、論文発表したとの報告はない。 

一方論文発表は欧文原著論文が１篇しかなく、しかもこれらの解析結果と全く関係の

ない、CagA“陰性“においては IL-8 が胃がん発症の危険因子であるとする、インパク

トの小さな報告のみであり、研究実績が乏しいと言わざるを得ない。また進捗状況報告

書に記載されている業績の一部は本研究事業によるものではないのではないか。国際学

会の発表の内容も、多くは内視鏡的粘膜剥離術に関するもので、本事業との関連性が弱

い。したがって、想定通りの成果が上がっているとは言えないと判断される。過去２年

の成果と、当初本研究交流事業において目標とした「Asian Enigma の解明」との間に乖

離があることを率直に受け止め、成果を真摯に自己評価する必要があると考える。 

この２年間の研究交流活動の実施状況は、相互理解、内視鏡技術の技術移転、採取さ

れた検体による基礎的な研究、相互訪問によるセミナーの開催などが行われ、成果が出

始めて、ある程度効果的に実施されていると判断する。今後一層の進展が期待される。 

今後の研究活動計画については、研究計画が、これまでの２年間の研究成果の正確な

分析にのっとってさらにプログレスを目指すものでなく、具体性に欠けるため、このま

までは成果が期待されないと判断する。 

アジアのピロリ菌感染と胃がんに関する研究教育拠点となるためには、参加各国の研

究者にも、そ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。ある程度の成果をあ

げつつあるが、各国の研究者が、単独で研究を実施するのではなく、共通の課題につい

て、各国の研究者が参加して遂行することが重要である。単に、ヘリコバクター・ピロ

リ菌の遺伝子解析の技術を指導するということや、各国の研究者がセミナーに参加する

だけでは、拠点形成はできない。 

アジアにおけるヘリコバクター・ピロリ菌の拠点形成自体は、この方面で優れた研究

実績を残してきた我が国の研究者の使命であることは、よく理解できる。神戸大学がそ

の拠点となるポテンシャルを有する大学の一つであることもよく理解できる。それだけ
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に、今後、ゴールが明確で実施可能な、かつ具体的な研究計画を立て、本事業を遂行す

ることにより、拠点形成が達成されることがのぞまれる。 

若手研究者の育成についても、長期的な視野を入れて、具体的に開始する必要があろ

う。 

なお、過去２年の研究経費において、国内旅費が突出しており、相手国研究者の来日

に係る経費以外に、国内研究者の単なる学会出席費用や出張費用にも研究費の多くが使

用された可能性が考えられる。また過去２年に遂行された基礎的研究は、その報告内容

から本邦にて施行された遺伝子解析が主たるものと考えられ、備品および消耗品費も本

交流研究事業の本来の目的である“国際交流”と合致しているか疑問である。また、研

究計画調書にて「協力機関の交流」「若手研究者の日本への招聘」を今後の研究の主眼

においていくとされているため、今後の研究予算はこれら国外からの研究者招聘費用を

主たる使途とすることが妥当であろう。後半の３年間においては、支給終了後も念頭に

おいた現実的でより具体的なプランの策定が望まれる。 
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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。 

・研究交流活動の成果から発生した波及効果はあるか。 

 

評  価 

□  想定以上の成果があがっている。  

□  概ね成果があがっている。  

■  ある程度成果があがっている。 

□  成果があがっているとは言えない。 

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がっているか。 

 

本研究教育計画は、大型実験設備を用いた共同実験や大規模なシミュレーション

コード開発、物理データベースの利用などを柱とするものであり、本格的な研究成

果を上げるまでには比較的長期間の準備が必要と考えられる。 

学術的側面では、”Asian enigma”解明という重要な命題に対する手がかりが得ら

れ始めており、アジア諸国のピロリ菌の CagA 領域の遺伝子解析を行い、その遺伝子

型と胃がんの死亡率との関連を明らかにした点や、日本のピロリ菌の６株の全遺伝

子配列を決定し欧米と異なることを明らかにした点は評価できる。 

 若手研究者の育成は、主に現地での講演会での教育指導の段階である。今後、成

果が上がるものと思われるが、具体的な派遣ないし受け入れ養成プログラムにまで

は至っていない。また、セミナー参加者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術などの技

術指導が行われているが、本事業との関連性は弱い。 

 研究教育拠点の構築に関しては、若手研究者を中心とした各拠点の交流も順調で、

セミナーも開催されており、研究教育拠点の構築へ向けた準備も進んでいると評価

できるものの、その構築のための具体的な方策が示されていない。今後の具体的な

構築が期待される。 

 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されているか。 

 

研究業績のうち、この研究期間に発表された欧文原著論文はわずか１篇で、研究

実績としては十分でない。またその論文は IL-8ｍRNA 発現に関するタイ国との共同

研究で、重要な論文と考えられるものの、内容的には、遺伝子解析の結果として示

された CagA に関するどころか逆に「“CagA 陰性”における IL-8 発現が胃癌の危険
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因子である」とするいささか唐突な内容であり、その質も高いとは言い難い。国際

学会での発表は多数あるが、その多くが内視鏡的粘膜剥離術（ESD）に関するもので、

本研究教育拠点事業との関連性が弱く、今回の交流活動の成果とするまでに至って

いない。一部、APDW での関連成果発表があり評価に値する。 

 

・研究交流活動の成果から発生した波及効果はあるか。 

  

胃がんに対する内視鏡的粘膜下層剥離術などの技術指導は、波及効果と思われる。 

また、中間報告進捗状況より読み取れる交流活動の波及効果は、日本以外の参加国

からのピロリ菌検体を採取したことであろう。しかし、各国からの検体数は多くて

３０、殆どが２０検体前後であり、国際交流研究の波及効果というには余りに検体

数が少ない。また、その理由は不明であるが韓国の検体が含まれない事も課題であ

る。ただし、人的交流が始まったばかりであり、海外拠点での今後の効果が期待さ

れる。  
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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、実施しているか。 

・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るか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されているか。 

・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る

か。 

 

評  価 

□ 想定以上に効果的に実施されている。  

□  概ね効果的に実施されている。  

■  ある程度効果的に実施されている。  

□  効果的に実施されているとは言えない。 

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、実施しているか。 

  

セミナーや研究者交流はある程度は適切に計画、実施されているようだが、交流

の派遣元、派遣先ともに中国が図抜けて突出している。セミナーは、平成２３年度、

２４年度、それぞれ２回計４回開催され、そのうち２回はフィリピンと中国で開催

されており、この点は評価できる。 

 研究者の交流も行われているが、遺伝子解析の手法の指導や学会などへの参加に

とどまっている点は物足りない。 

 一方で業績英文論文はタイとの共同研究の一報告のみであり、効果的な研究交流

が行われているか疑問である。本事業に参加している、中国、フィリピン、ベトナ

ム、タイのピロリ菌の遺伝子解析が行われているが、本来、ヘリコバクターピロリ

菌の感染率や胃潰瘍・胃がんとの関連を示すしっかりした疫学研究を行い、その中

で病原菌の遺伝子解析も行うべきである。共同研究の内容が、少数サンプルの遺伝

子解析で、充実しているとは言えない。また、各国において胃癌健診・治療のハン

ズオンセミナー等を開催したとあるが、その業績として最も多く記載されているも

のが、ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)という胃癌の内視鏡治療についての国内外にお

ける教育講演等が主たるものであり、その一部は参加国以外で開催されている。こ

れらのセミナー開催などでは非常に高度な技術が必要とされる ESD の習得は困難で

あり、適切なセミナーが計画・実施されたとは言い辛い。 

  

・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るか。 

 

「4.事業の実施体制」に記載されている、業績の一部は各々の大学での独自の成

果であり、本研究交流活動の成果とは言い難い。この点からは国内の諸機関の研究

実施体制および協力体制は適切とは言いがたい面もあるが、アジア諸国の研究機関
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が参加しており、本事業の初年度、２年度の実施体制、協力体制としては、実施体

制・協力体制は概ね適切である。 

 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されているか。 

 

「共同研究」および「セミナー」は適切に実施され、概ね適切な経費の執行がな

されているが、平成２３年度経費については、外国旅費が７％であるのに対し、多

くが国内旅費になっており、本事業の性格を考えると、国内旅費が支出内で突出し

ている。相手国側研究者の来日に係る経費の他、申請者らの単なる国内学会参加費

用に使用されている部分が多い事を危惧する。 

 

・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るか。 

  

海外の研究者の日本への渡航運賃としてのマッチングファンドが確保されている

など、十分とは言えないまでも各国の状況に応じた負担がなされているが、ファン

ドとしての明確性に欠けるきらいがある。 
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３．今後の展望 

 

観  点 

・目標達成に向けた計画が具体的であり、かつ実現性の高い内容となっ

ているか。 

・今後の課題がある場合には、それを検討し、適切に対応しているか。 

・経費支給期間終了後も、当該分野における国際研究教育拠点として継

続的な活動を行うネットワーク構築が期待できるか。 

 

評  価 

□ 大いに期待できる。  

□ 概ね期待できる。   

■ 一層の努力が必要である。  

□ 期待できない。 

コメント 

 

・目標達成に向けた計画が具体的であり、かつ実現性の高い内容となっているか。 

 

計画内容は申請者らが過去２年間に実際に行って来た研究の延長である。過去２

年間の研究成果は前述のごとく、本研究申請時の目標に到達しているとは言い難い

ことより、今後２年間の計画された研究計画による予想される研究成果は、過去２

年の実際の研究成果と同様であろう。これまでの、海外拠点での若手の教育成果を

踏まえて、より具体的なリスク評価のマーカーや前向き試験が予定されているもの

の、研究計画が具体性に欠け、これまでの研究成果との関連も明確でなく、当該機

関が最終的にどのようなヘリコバクターピロリ感染と胃がんに関する研究教育拠点

を目指すのか明らかでない。例えば、平成２６年度は、食生活における塩分摂取状

況を調査し、胃がんの促進因子を解析し、同時に塩分摂取制限の介入試験も行うと

記載されているが、調査して解析した結果、塩分が胃がんの促進因子であることが

判明した後、介入試験は計画されるもので、同じ年度に実現することは困難である。 

 事業全体の流れ、すなわち、年度ごとに何を行い、何を明らかにして、それらを

積み上げて、どのような形で、最終的にアジア各国と連携してヘリコ感染の制御や、

胃がんの減少を目指すのかが研究計画からは読み取れない。単に、セミナーを開催

して、研究者それに参加するだけでは、本当の拠点形成はできない。これまでの成

果を踏まえて、より具体的な立案が必要である。 

よって、その成果は申請時の目標に到達するのは困難であろうことが予想される。 

  

・今後の課題がある場合には、それを検討し、適切に対応しているか。 

  

今後の課題として「ベトナムにおける基礎および臨床研究のレベルアップ」を挙

げている。しかし、過去２年の成果を見る限りその達成は困難が予想される。特に、

一つの国家の基礎、臨床のレベルアップを今後の２年間で行うことは現実性の面か

らもその実現性は危惧される。また本研究の真の課題は、申請時の研究目標である
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「Asian enigma の解明」が成される可能性が低いことであり、この件に関しての対

応がなされていない。現状に対する自己評価が十分できていないように見受けられ

る。したがって、課題の認識が十分でなく、対応も十分でない。 

 予防教育拠点という大きな目標であるため、各国の状況に応じた対応策をあらか

じめ想定する必要がある。 

 

・経費支給期間終了後も、当該分野における国際研究教育拠点として継続的な活動

を行うネットワーク構築が期待できるか。 

 

国内外の拠点とも、人的な交流が具体的に動いており、終了後も継続される可能

性が大きい。とくに、ネットワークを利用して得られた検体を用いた基礎的研究の

具体的成果は、より多く期待される。ただ、経費支給期間終了後は、日本ヘリコバ

クター学会を中心にアジアでの研究教育拠点を形成するとしているが、同学会はそ

れほど大きくなく資金も豊富ではない。同学会開催時に単発の小規模な国際セミナ

ーなどの開催は可能であろうが、同学会を通じたアジアにおけるネットワーク構築

は現実的ではない。また、これまでの研究実績と、現時点での自己評価、さらに今

後の研究計画から見ると、拠点形成が困難であることが予想され、このままでは、

本事業終了後の継続的な活動を行うネットワーク形成構築は期待できないように見

受けられる。若手研究者の養成については、具体的に開始することで、経費支給期

間終了後もネットワーク構築ができるようにしていただきたい。以上のことより、

一層の努力が必要であると考える。 

 


