
様式９ 

アジア研究教育拠点事業 
平成２３年度 実施報告書 

 

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： ガチョン大学 

（ ベ ト ナ ム ） 拠 点 機 関： ハノイ医科大学 

（ フ ィ リ ピ ン ）拠 点 機 関： セントルークスメディカルセンター 

（ タ イ ） 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．開始年度 

平成 23 年度（ 1  年目） 

 

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・福田秀樹 

 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、神戸薬科大学 

 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（地域）名：中国 

拠点機関：（英文）Qingdao University 

       （和文）青島大学 

 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, The Chinese University of 

Hong Kong 
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（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, 香港中文大学 

 経費負担区分：パターン２ 

 

（２）国（地域）名：韓国 

拠点機関：（英文）Gachon University 

       （和文）ガチョン大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）School of Medicine・Professor・HAHM 

Ki-Baik 

 協力機関：（英文）Yonsei University, Inha University Hospital, CHA University 

       （和文）ヨンセイ大学、インハ大学病院、CHA 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）Division of Molecular Biology & Basic Science 

Research・Professor・ NATIVIDAD Filipinas 

 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 

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, 

Bangkok Hospital 



 3 

      （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割がアジアで占められている。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．平成２３年度研究交流目標 

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体制を、海外研究拠点及び協力機

関の研究者の招へいによる日本での技術指導と、日本側研究者の海外派遣による現地での指導等

を中心に構築し、統一プロトコール作成、ピロリ菌病原因子遺伝子解析、宿主因子解析、胃がん

予防法の検討を開始する。また、神戸において、セミナーを開催し、ピロリ菌感染と胃がんとい

う、アジア特有な問題についての参加各国の現状把握と、アジア特有な病態を検討する。本事業

において、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、公衆衛生学等の複合分野が関与する総合的

研究課題において、それぞれの分野の若手研究者が共同研究交流とセミナーを通して、基礎と臨

床の幅広い知識を得ることで、グローバルな Clinician-Scientist を養成する。 

 

７．平成２３年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

フィリピン協力機関と２回に及んで両国の現状について報告、確認を行った。さらにアジアに
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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 ）。また、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。 

各国拠点代表者と、国内拠点代表者との意思の疎通が十分に図られ、さらなる進展への一段階と

なった。 

 

７－２ 学術面の成果 

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の抽出、組織から

DNAと RNAの抽出を開始した。また、協力機関の内の中国、フィリピン側と交流を重ねることで

現地の共同研究に関する現状を確認した。今回は特に日本の最新技術を報告した。今後本共同研

究の柱となる胃がん予防戦略をより明細にする為、相互の医療交流の方法等について打ち合わせ

をおこなった。 

 

７－３ 若手研究者養成 

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、日本でのセミナー出席のため来日した

各国からの若手研究者が日本、アメリカに所属を置く指導者より、生体ブタを用いた内視鏡的粘

膜下層剥離術と超音波内視鏡穿刺生検法の実技指導を受けた。皆わが国の最新技術を最新の実験

施設で体験することができ、指導内容に大変満足したという感想が報告された。日本からは、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）。 

 

７－４ 社会貢献 

現在までのところ特に社会貢献につながるような事業は行っていない。 

今後はアジア間において共通アンケート調査を完了し、調査結果を参考にして社会のニーズに対

応した研究を行い、報告する。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

来年度はより幅広く全協力機関と打ち合わせ、情報収集を進めていく。海外に指導者を派遣し、

内視鏡治療技術習得の為のトレーニングを提供することが必要だと感じている。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数 0 本 
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本事業名が明記されている論文 0 本 

 相手国参加研究者との共著 0 本 

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

・ 協力機関１国ずつと個別に交流を行い、共同研究に関する現状と問題点を相互に確認した。

フィリピン側協力機関セントルークスメディカルセンターを 3 回訪問し、現地でのセミナー

開催に向けて協議を行った。1回目は企画を提案し、2回目は現地にて開催されたST. LUKE’S 

3RD LIVER & 1ST GASTROENTEROLOGY INTERNATIONAL SYMPOSIUM に出席し、共同研究に関する

情報収集を行った。そこで東の研究内容に関心を持つアメリカ所属機関研究者と対面し、今

年度の共同研究に関与して頂くことになった。フィリピン側コーディネーター・NATIVIDAD 

Filipinas 氏とは今後の日本側との医療の交流について話し合い、現地若手研究者の日本へ

の派遣が決定した。また、中国側コーディネーターの青島大学教授田字彬氏は積極的に日本

を訪れ、日本側拠点機関である神戸大学大学院医学研究科を見学、及び東主催の第 87 回日

本消化器内視鏡学会近畿地方会に出席し、日本と中国の内視鏡診断の違いを確認した。相互

の医療交流構築のための第一段階として、中国側一般市民の実態を把握するためアンケート

調査の実施依頼をした。 

・ 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 4 名を招へいし、神戸大学で研究指導を行った（中国青島大学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（中国北京大学と青島大学）。 

・ 海外若手研究者育成の一環として 2012 年 2月 26 日(日)に「第１回神戸国際消化器内視鏡ハ

ンズオンセミナー」と称した研究指導を神戸大学関連施設 MEDDEC にて行った。 

海外の若手研究者 10 名が日本所属機関の医師より生体豚を用いた最新内視鏡治療の処置指

導をうけた。 

・ 韓国側コーディネーター主催で、胃がんに対する最新治療法、展望について協議する学

会”Gachon International Symposium on Gastroenterology 2012”に出席し、日本のピロ

リ菌感染および胃がん予防に対する研究内容について講演を行った。 

 

８－２ セミナー 

・S-1 

2012 年 2 月 24 日(金)に、神戸大学大学院医学研究科敷地内神緑会館にてセミナーを実施し、

各国の胃がん検診状況についての発表を通してアジア諸国における胃がん検診状況を把握した。

また、各国のピロリ菌感染症研究の現状について、海外の教授・若手研究者が発表した。さらに、

日本側研究者から胃がん発生のメカニズム・予防と治療の開発・アジアにおける現状と対策など

の講演を行った。ピロリ菌感染と胃がんというアジア特有の問題について、参加各国の現状把握

と、アジア特有の病態を検討することができた。加えて、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した。 

 

・S-2 

2012年 1月 27日(金)フィリピン・マニラのセントルークスメディカルセンター・グローバル
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シティにてセミナー、”KOBE MEDICAL FESTIVAL IN MANILA 2012”を開催した。 

ピロリ菌感染による胃がん発症について日本とフィリピンの違いを検討した。また、胃がん

検診・治療についての日本の現状を紹介することで相互の交流を深めることができた。 

日本側参加者はプレゼンテーション、ポスタープレゼンテーションを行い、それぞれの専門分

野の研究内容を紹介した。日本の研究内容、技術に関心を持ったフィリピン側の医師数名が日

本を訪れ、共同研究を行うことになった。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成２３年度は実施していない。 

 

９．平成２３年度研究交流実績人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

 

          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> 

フィリピン 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  6/42 3/21 2/14 2/14 4/28 17/119 

実績 2/19 1/2（1/2） 0/0 6/19(4/4) 0/0 9/40(5/6) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 19/114      19/114 

実績 15/196(1/3)     15/196(1/3) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 8/48      8/48 

実績 4/9     4/9 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 8/48      8/48 

実績 2/5     2/5 

フィリピン 

<人／人日> 

実施計画 9/54      9/54 

実績 8/24     8/24 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 10/60      10/60 

実績 5/18(1/30)     5/18(1/30) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 54/324 6/42 3/21 2/14 2/14 4/28 71/443 

実績 34/252(2/33) 2/19 1/2（1/2） 0/0 6/19(4/4) 0/0 43/292(7/39) 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 45／90  <人／人日>   36／72(6/6)  <人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流実績状況 

１０－１ 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 

中国：TIAN Zi-Bin・青島大学・教授 

韓国：HAHM Ki-Baik・ガチョン大学・教授 

ベトナム：NGUYEN Van Bang・ハノイ医科大学・准教授 

フィリピン：NATIVIDAD Filipinas・セントルークスメディカルセンター・教授 

タイ：MAHACHAI Varocha・チュラロンコーン大学・教授 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣 

元 

日本 中国 韓国 ベトナム フィリピン タイ 計 

< 人 /

人日> 

<人／

人日> 

<人/

人日> 
<人/人日> <人/人日> <人/人日> <人/人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画 

 

6/42 3/21 2/14 2/14 4/28 17/119 

実績 2/19 
１/2 

(1/2) 
 3/10  

6/31 

（1/2） 

中国 

<人／人日> 

実施計画 8/48 

 

    8/48 

実績 
13/192 

(1/3) 
    

13/192 

（1/3） 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/18  
 

   3/18 

実績 2/5     2/5 

ベトナム<

人／人日> 

実施計画 3/18   
 

  3/18 

実績 1/3     1/3 

フィリピン 

<人／人日> 

実施計画 4/24    
 

 4/24 

実績 6/20     6/20 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 5/30     

 

5/30 

実績 
3/14 

(1/30) 
    

3/14 

（1/30） 

合計 <人／

人日> 

実施計画 23/138 6/42 3/21 2/14 2/14 4/28 40/257 

実績 
25/234 

(2/33) 
2/19 

1/2 

(1/2) 
 3/10  

31/265 

（3/35） 
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② 国内での交流    33 / 69  人／人日 

２３年度の研

究交流活動 

・協力機関と個別に交流を行い、共同研究に関する現状と問題点を相互に確認した。フィ

リピン側協力機関セントルークスメディカルセンターを 3回訪問し、現地でのセミナー開

催に向けて協議を行った。1回目は企画を提案し、2回目は現地にて開催されたST. LUKE’S 

3RD LIVER & 1ST GASTROENTEROLOGY INTERNATIONAL SYMPOSIUM に出席し、共同研究に関す

る情報収集を行った。フィリピン側コーディネーター・NATIVIDAD Filipinas 氏とは今後

の日本側との医療の交流について話し合った。また、中国側コーディネーターの青島大学

教授田字彬氏は積極的に日本を訪れ、日本側拠点機関である神戸大学大学院医学研究科を

見学、及び東主催の第 87回日本消化器内視鏡学会近畿地方会に出席し、日本と中国の内

視鏡診断の違いを確認した。相互の医療交流構築のための第一段階として、中国側一般市

民の実態を把握するためアンケート調査の実施依頼をした。 

・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 4名を招へいし、神戸大学で研究指導を行った（中国青島

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（中国北京大学と青島大学）。 

研究者達は学内だけにとどまらず、国内各地の内視鏡治療セミナーに出席し、見解を

深めることができた。 

・海外若手研究者育成の一環として 2012 年 2 月 26日(日)に「第１回神戸国際消化器内視

鏡ハンズオンセミナー」と称した研究指導を神戸大学関連施設 MEDDEC にて行った。 

海外の若手研究者 10 名が日本所属機関の医師より生体豚を用いた最新内視鏡治療の

処置指導をうけた。 

・韓国側コーディネーター主催で、胃がんに対する最新治療法、展望について協議する学

会”Gachon International Symposium on Gastroenterology 2012”に出席し、日本のピ

ロリ菌感染および胃がん予防に対する研究内容について講演を行った。 

研究交流活動

成果 

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た。本研究により、明らかにされた学術情報をデーターベースに

まとめ、アジアからの全世界への新たな知見の発信が期待される。さらに、今年度本研究

で構築されるピロリ菌感染による胃発がんのためのアジアでの研究教育拠点をもとに、全

世界的なピロリ菌感染及び胃がん予防対策ネットワークの構築をさらに進めていく。 

日本側参加者数  

51 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（中国   ）国（地域）側参加者数 

19 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 

（韓国  ）国（地域）側参加者数 

7 名 （１４－３韓国側参加研究者リストを参照） 

（ベトナム ）国（地域）側参加者数 

7 名 （１４－４ベトナム側参加研究者リストを参照） 
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（フィリピン）国（地域）側参加者数 

9 名 （１４－５フィリピン側参加研究者リストを参照） 

（ タイ  ）国（地域）側参加者数 

9 名 （１４－６タイ側参加研究者リストを参照） 

 

１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 

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セミナー －ヘリコバクタ

ーピロリ感染と胃がん予防－  

（英文）JSPS Asian CORE Program -Helicobacter pylori infection and 

gastric cancer prevention- 

開催時期 平成２４年２月２４日 ～ 平成２４年２月２4 日（1 日間） 

開催地（国名、都市名、会

場名） 

（和文）日本、神戸、神緑会館（神戸大学楠キャンパス内） 

（英文）Japan, Kobe, Shinryoku Hall（Kusunoki Campus） 

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 

(※日本以外で開催の場合) 
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参加者数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しないでください。） 

 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  日本    ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 3/3 

B. 2/2 

C. 6/6 

 

中国 

<人／人日> 

A 2/4 

B 7/14 

C  

 

韓国 

<人／人日> 

A 2/4 

B  

C  

ベトナム 

<人／人日> 

A 1/2 

B  

C  

 

フィリピン 

<人／人日> 

A 2/4 

B 2/2 

C  

タイ 

<人／人日> 

A. 2/4 

B 1/1 

C  

合計 

<人／人日> 

A. 12/21 

B. 12/19 

C. 6/6 

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、来年度の計画を検討

する。また、各国の胃がん検診状況を発表してもらい、アジア諸国におけ

る胃がん検診状況を把握する。また、各国のピロリ菌感染症研究の現状を

若手研究者から発表してもらう。さらに、日本側研究者から教育的講演を

行う。ピロリ菌感染と胃がんという、アジア特有な問題についての参加各

国の現状把握と、アジア特有な病態を検討する。 
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セミナーの成果 海外の拠点機関、協力機関より多くの研究者が訪れ、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。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との共同研究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。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。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 

セミナーの運営組織 神戸大学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

担内容と概

算額 

日本側 内容 国内旅費                401,660 円 

      謝金                     0 円 

   その他経費            730,077 円 

                合計 1,131,737 円 

（中国）国（地域）側 内容 外国旅費          金額   500,000 円 

（韓国）国（地域）側 

 

 

内容 外国旅費         金額   150,000 円 

（ベトナム）国（地域）

側 

 

内容 外国旅費         金額   80,000 円 

（フィリピン）国（地

域）側 

 

内容 外国旅費         金額  270,000 円 

（タイ）国（地域）側 

 

内容 外国旅費         金額  270,000 円 
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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セミナー －神戸メディ

カルフェスティバル 2012－  

（英文）JSPS Asian CORE Program 

 –KOBE MEDEICAL FESTIVAL 2012 - 

開催時期 平成２４年 1 月２7 日 ～ 平成２４年 1 月２7 日（1 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 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

NATIVIDAD Filipinas 

St.Luke’s Medical Center, Professor 

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 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  フィリピン   ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 3/9 

B.  

C. 4/4 

 

フィリピン 

<人／人日> 

A  

B  

C 5/5 

合計 

<人／人日> 

A. 3/9 

B.  

C. 9/9 

 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しないでくだ

さい。） 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー）          

平成２３年度は実施していない。 

 

１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 4,279,800  

外国旅費 722,322  

謝金 145,000  

備品・消耗品購入費 2,829,157  

その他経費 1,727,017  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

16,704  

計 9,720,000  

委託手数料 972,000  

合  計 10,692,000  

セミナー開催の目的 ピロリ菌感染による胃がん発症について日本とフィリピンの違い

を検討する。また、胃がん検診・治療についての日本の現状を紹介

する。 

日本の参加者がプレゼンテーション、ポスタープレゼンテーショ

ンを行い、それぞれの専門分野の研究内容を紹介し、それぞれの革

新的な見解をフィリピン側に伝達する。 

セミナーの成果 現地の約 140 人の出席者は、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。日本の研究内容、技術・

特に内視鏡の開発に関心を持ったフィリピン側の医師数名が日本

を訪れ、共同研究を行うことになり、今後、本研究課題の発展が期

待できる。 

セミナーの運営組織 神戸大学医学研究科消化器内科学分野と現地協力機関セントルー

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。日本側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

内容と金額 

日本側 内容  外国旅費      金額 344,882 円 

（フィリピン ）

国（地域）側 

内容  開催経費      金額 400,000 円 
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１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 602400 11/22 

第２四半期 1448940 5/49 

第３四半期 1997139 6/88 

第４四半期 5671521 57/205 

計 9720000 79/364 

 

１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

中国 3,354,000円相当 267,314 元 

韓国 652,000円相当 8,815,040ウォン 

フィリピン 1,319,190円相当 554,060 ペソ 

ベトナム 808,000円相当 202,763,560 ドン 

タイ 1,136,000円相当 420,320バーツ 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額について、

現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 


