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 総合的評価  

 

評  価 

 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 

 

脳科学や小児発達精神医学はベトナムにおいて未発展であり、さらに東洋や発展途上国

の精神発達障害は、文化的背景等が異なるため西欧の診断基準等が当てはまらないことが

指摘されている。 

ベトナムでは戦争時の枯れ葉剤に含まれたダイオキシン等による脳発達障害が懸念さ

れているが、一方、わが国でも 1960 年代まで PCB 製造使用、農薬副生成物混入や廃棄物

焼却等による汚染により、1970 年代の母乳中ダイオキシン類は 60pg-TEQ/kg fat 前後で

あり、1990 年代には 20pg-TEQ/kg fat 台まで減尐したものの同年代における乳児摂取量

は 60pg-TEQ/kg/day であると報告されている（環境省･厚生労働省 1999）。ベトナムとわ

が国では、異なる時間軸･異性体･濃度･曝露源であるものの両国とも乳児において高用量

摂取という環境問題を共有し、国際的にも関心の高い内容である。本課題はまさにアジア

研究教育拠点事業にふさわしい。 

 

本課題は、「脳発達の神経･物質的基盤研究」の動物実験を主体とした研究、ヒトの健常

者と脳発達障害患者を対象とした研究、そしてベトナムのダイオキシン曝露地域における

「脳発達の臨床的･疫学的研究」の主に 3 分野の研究成果を、ヒトの曝露後の病態を動物

実験結果等と比較･検討することにより有機的に統合することを軸としている。そして標

記研究の研究交流活動を通じ、わが国とアジア諸国をつなぐ世界水準の教育研究拠点を形

成するとともに次世代を担う若手研究者を育成することを目的としている。 

これまでの 2 年間の事業による研究成果は、学術誌への発表および学会発表等から世界

水準にあるといえる。ベトナムの若い多くの研究者が日本の強力な研究体制の下で養成さ

れ、新たな研究･交流拠点としてベトナム軍医大学にニューロサイエンス･ラボが設置され

る等の業績もめざましく、実験研究と疫学研究の基盤がかなり構築されており想定以上の

成果をあげつつある。 

 

これまでの研究成果を踏まえて、より積極的に国内外での研究交流を活発化すること

で、特に、今後研究教育拠点としてのニューロサイエンス・ラボを中心としたベトナムで

の若手研究者の育成、及び現地での全面的な行政及び医療関係者の協力による疫学調査研

究を介しての若手研究者の育成が大いに期待できる状況にある。 

また、富山大学では強力な神経・物質的基盤研究グループが形成されており、脳発達研

究では既に多くの実績が蓄積されていることから、学術的な成果も高いレベルで期待され

る。ダイオキシンの発達への影響については、長期的な追跡と調査集団の拡大が必要であ



るが、この課題に対してはベトナムの担当大学と国の複数機関が本事業に協力的に対応し

ていることから、将来、ダイオキシンの発達への影響に関して重要な知見が得られるもの

と思われる。このように、本事業によるアジア国際交流研究を通じて、脳科学と環境医学

の両分野において、学術的にも高いレベルの成果が得られるとともに当該領域におけるネ

ットワーク形成も期待される。 

なお、課題名となっている「脳科学と疫学の連携」には個々の分野の日本側およびベト

ナム側の研究交流のみならず、脳科学分野と疫学分野の 4 者の研究交流が不可欠である。

各分野の日本側およびベトナム側の研究交流は高い成果を達しているので、今後の課題と

しては、報告書上研究交流成果を読み取りにくい点を改善するとともに、脳発達の神経・

物質的基盤研究に関わる研究者と脳発達の臨床的・疫学的研究に関わる研究者間におい

て、研究結果の共有あるいは検討によって得られた結果が、今後の研究に効果的に反映さ

れる工夫をする等により、「脳科学」と「疫学」の『連携』の研究交流成果を期待したい。

また、次世代の複合的分野を担う研究者育成についても成果を期待したい。先端研究であ

る脳科学研究と社会性の高い疫学研究の連携により、問題解決能力の高いプロフェッショ

ナルを育成するという点で、国際性の高い、非常に価値のある事業として、今後の成果が

大いに期待される。 

  



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がっているか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されているか。 

・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 

 

「学術的側面」では、神経科学、小児発達精神科学、環境医学における研究交流活動

を通じて、研究交流目標の「１．脳発達の神経・物質敵基盤研究」に関しては動物実験

や被検者での研究で新しい知見がみられており、サルにおける膝状体外視野系の破壊に

よる社会行動の低下、ATRX および PDGF- ノックアウトマウスにおける脳発達障害、ヒ

トの社会的認知における膝状体外視野系の重要性等、２年間で想定以上の成果が得られ

ている。また、「２.脳発達の臨床的疫学的研究」に関しては、環境及び母乳中ダイオキ

シンと小児脳神経・身体発達との関係、妊婦への影響を解明する為に、ベトナムでのコ

ホート研究を立案し、2 年間で暴露群は設定され、現在適切な対象群の選定が行われて

いるところである。既に、暴露群で神経発達遅延などの新しい知見が見出されており、

概ね成果があがりつつある。 

 

「若手研究者の育成」については、研究者受け入れと記載され､学術誌報告にベトナ

ム人名が第一著者で主たる著者が日本人側である報告が数報あり、留学生や研究生受け

入れが実施されていることがわかるものの、進捗状況報告書中には人数や期間等が記載

されておらず、参加者リストにも記入欄等がないため成果を評価しにくい面もあるが、

概ね成果はあがりつつあると考える。富山大学と金沢医科大学では、ベトナムの研究者

を積極的に受け入れて、これらの領域の高度な研究手法の習得のみならず、研究全体を

統括する能力を養うことにも配慮した若手研究者の育成を行なっている。その結果とし

て、富山大学で研修したベトナム人研究者が、ベトナム軍医大学において、ラットやサ

ルを用いて高次脳機能を研究する研究室を設立する成果が得られている。また、疫学調

査の研究立案、対象者の選定、調査実施へのベトナム、日本の若手研究者の参加により

人材育成も行われており、初期 2 年間で想定以上の成果があがっている。現在、サルを

用いた研究をベトナム人研究者との共同研究として開始することを計画しており、今後

さらに研究者間交流により研究の促進が望まれる。 

 

「研究教育拠点の構築」については、報告書上、日本側およびベトナム側の何人の事

業参加者が関わったか読み取りにくいものの、ベトナム側から学術誌への報告が日本側

共著で発表されており、研究交流の成果およびベトナム軍医大学におけるニューロサイ



エンス･ラボの設置の効果が早くもあがりつつある。 

 

 84 報の学術誌発表、47 報の国際会議報告、102 報の国内学会等の発表など合計 233

報という活発な学術成果をあげており、英論文や学会で多数発表されている点は高く評

価できる。神経科学における論文が数多く発表されている一方でダイオキシンの乳児の

神経発達に対する影響については 1 報のみが受理されているが、高く評価される結果が

既に得られているために、今後、疫学的論文の発表数の増加は十分に期待できる。 

学術誌発表においてベトナム側研究者との共著は内 15/84 報、本事業名を明記したも

のは 17/233 報である。また、ベトナム側が主著者である論文の半数は日本側と共著で

あるのと対照的に、日本側研究者のみが著者となっている報告が多い。 

 

ベトナムにおける特定地域を対象とした疫学的研究の成果から、ベトナム天然資源環

境省に対する国レベルでの大規模調査の必要性の進言が行なわれたことは、重要な波及

効果と思われる。また、ベトナムで行政と連携して調査研究に関わる医療関係者などに

研究目的などの説明会を実施し、それを通して積極的に地域密着型の研究交流を積極的

に進めており、活動成果の波及効果が期待できる。 

 

 



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 

 

「共同研究」は実施計画に沿い、これまで 2 年間で両国間及び国内外の協力大学など

と連携して予想以上に効果的かつ精力的に研究が推進されている。脳科学の実験的な共

同研究ではベトナムの多くの研究者が日本に長期に滞在して研究に参加し、疫学的な共

同研究では日本の研究者がベトナムで短期間の滞在によって指導を行なっている傾向

がある。適切な実施状況であり、また、得られた結果も高く評価できる。 

本研究交流計画にベトナム人留学生と研究者の受け入れが計画されており、のべ受け

入れ人数 18 人、受け入れ人日 2444 人日となっていて、研究交流状況の内容が進捗状況

報告書の概要からは明らかではないため評価しがたいが、留学生 3 人/2 年と仮定し、残

りを短期の研究者等受け入れと仮定すると 15人の平均受け入れ期間は 20日弱と考えら

れるので、概ね効果的な受け入れかと窺われる。 

 

「セミナー」はベトナム、日本で研究課題に即した内容で 6 回計画され、かつ適切な

経費で実施されている。特に、疫学調査研究担当者らが、これまで頻繁に調査国を訪問

し、行政担当者や医療関係者と密に交流して共同研究の協力と調査内容の理解を深めよ

うと努力している点は高く評価できる。 

また、本事業経費による交流人数は、のべ派遣人数 0 人、のべ受け入れ人数 2 人受け

入れ人日 8 人日となっており、この経費支出人数からのみでは、研究交流が効果的に行

われたかどうか判断し難い。派遣等に際して本事業経費から支出を行った人数ではな

く、個々のセミナーに際して 1．本事業に参加している日本側参加者（できれば研究者、

学生別内訳）の参加人数、発表者人数、懇親参加人数 2．本事業に参加しているベト

ナム側参加者（できれば研究者、学生別内訳）の参加人数、発表者人数、懇親参加人数

を記載し、セミナーの成果や意義に関して記載があればなおよかったであろう。とくに

平成 21 年の国内開催セミナーには一般市民も対象とした公開セミナーも含まれ、科学

成果の社会還元の意義はあったと考える。また同じく平成 21 年度の研究者向けセミナ

ーでは、本事業参加者人数の記載がなく、またベトナム側参加者が明らかではないため、

効果的な交流がなされたか判断しかねるが、進捗報告書で盛会であったようなので、学



術的および社会的還元の面からは良好な成果をあげていると考える。 

 

「研究者交流」は、のべ派遣人数 1 人派遣人日 4 人日、のべ受け入れ人数 0 人となっ

ている。この数値からは成果は低調に見えるが、実態は他事業費からの派遣および受け

入れが行われ、活発な研究者交流があった。コーディネーターのレベルで、両国間の具

体的な交流に関して適切に協議がなされていると評価される。ただし、若手研究者交流

に関して記載されていないので、本交流事業の趣旨を鑑み改善を期待したい。 

 

事業の実施体制は、脳科学の基盤的研究を担う富山大学は 8 つの教室が神経・物質的

基盤研究グループを構成しており、極めて強力な実施体制を整えていると評価される。

これに対して、臨床的・疫学的研究グループは金沢医科大学の１グループのみによって

構成されているという比較的小規模な体制であるために、富山大学の支援が重要と考え

られる。ベトナムでは、ベトナム軍医大学が中心となって国の複数機関も協力している。

「ニューロサイエンス・ラボ」整備に関しても、国内外の脳科学研究の拠点機関及び協

力機関の間での研究実施体制・協力体制が構築され、体制強化に向けて進んでいること

から、適切な実施体制が整備されていると評価される。また、参加者の内容も若手がや

や尐ない印象はあるが、事業計画に沿った多様な人材が参加している。 

概ね効果的に機能しているが、課題名となっている「脳科学と疫学の連携」には個々

の分野の日本側およびベトナム側の研究交流のみならず、脳科学分野と疫学分野の 4 者

の研究交流が不可欠である。事業実施体制概念図上の 3 者（4 者）連携は「助言」「技術

指導」「検証」「データ提供」等の連携と捉えてよいか議論が分かれる部分もあるので、

より連携を深める具体的かつ効果的な仕組みが期待される。 

 

事業経費は各事業内訳からみても、交流活動の実施にあたり、適切に執行されている

と考える。 

 

相手国側も相応のマッチングファンドを獲得･負担しており、適切な経費執行である。 

 

なお、この評価は、研究交流に対するものなので、研究成果に関する科学的意義や社

会的意義を中心に記載するのではなく、研究交流の実施状況を中心として記載してほし

かった。 

 

 



３．今後の研究交流活動計画 

 

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 

■ 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 

 

「I．脳発達の神経・物質的基盤研究」の今後の交流活動計画は、これまでの研究を

継続し発展させる計画内容であり、ラットやサルなどの正常動物を用いた行動解析、情

動発達異常のモデル動物を用いた研究、ヒトにおける神経心理学的な手法による研究

は、いずれもが順調に進展していることから、目標達成は実現性が高いものと期待され

る。内容が豊富で多岐にわたるが、国内外の協力大学との連携によりこれまで以上に積

極的な研究交流を行うことで想定以上の成果が期待できる。特に、ダイオキシン暴露動

物を用いたパルブアルブミン陽性ニューロン障害の解明とその賦活化についての検討

課題を研究テーマに加えたことは、今後得られる疫学研究結果を解釈する上で役立つも

のと考える。さらに本研究分野を発展させる為の今後の課題に対しても適切に対応がと

られている。「II.脳発達の臨床的・疫学的研究」では、現在のコホート集団の長期的な

追跡とともに、コントロール地域の選定においてダイオキシンの曝露の情報が不十分で

あることもあり、今後よりコントロールとしての正当性を検討する必要がある。この課

題に対しては、ダイオキシン曝露量の推定や、新たなコントロール地域を設定するなど

の適切な対応が計画されている。また、2 年間の研究から見出された検討課題としての

対象群の再選定に関して、現在公的機関などと連携をとり適切に対応していることか

ら、その問題を解決できれば想定以上の成果が期待できる。コホート研究のエンドポイ

ントや副次的評価指標の測定意義や測定法に関しては、今後の課題として現地医療者へ

の教育や新しい質問紙の導入などにより対応が試みられている。以上のことから、「学

術的側面」の神経科学、疫学等における個別目標およびその実施計画は具体的であり実

現性が期待できる。 

しかしながら、今後の課題と解決策で発達障害の原因となる神経機序仮説から、やや

唐突に薬物治療を目標に掲げていること、疫学研究も検討課題の項目をさらに多種に広

げていることの二点から、脳科学と疫学の連携ではなく、それぞれの分野の興味のみに

各々の研究者が向かっている印象が強い。 

課題名となっている「脳科学と疫学の連携」には個々の分野の日本側およびベトナム

側の研究交流のみならず、「脳発達の神経･物質的基盤研究」「脳発達の臨床的･疫学的研

究」の各分野、すなわちこれら 4 者の研究交流が不可欠である。事業中途であるにも関



わらず、それぞれの分野においては高い研究交流成果を達しているが、まだ脳科学分野

と疫学分野が独立してそれぞれの成果を上げているように見受けられる。事業後半では

4 者の連携が具体的かつ目に見える研究交流の成果として事業を展開して欲しい。 

また、動物実験と疫学データにはラットへの投与量は 1 回経口投与が学術誌報告で主

体、ヒトの曝露は経口であるが慢性曝露という差異がある。さらに曝露濃度もラットで

は一桁からコンマ一桁μg/kg 、ヒト母乳からの曝露量が二桁 pg/kg/day と、1 日の曝

露量として 200～2000 倍以上異なる。さらにダイオキシンの毒性は受容体を理由とした

種差、体内薬物動態を理由とした種差等があり、動物実験によるデータとヒトにおける

データを比較･解析は慎重を要する。課題名に「脳科学と疫学の連携」を掲げているの

で、曝露濃度および種差による動物実験とヒト疫学のデータの溝を埋めるため研究交流

による解決策の検討や、新たな課題設定の検討の工夫を、研究交流（例えば国際シンポ

ジウム等）を通じて設定していくことを期待する。 

 

課題終了後の共同研究継続及び研究拠点活動については、本事業によってベトナムに

おける研究体制が着実に整備されているほか、富山大学とタイや中国との交流も盛んで

あり、脳科学の実験研究および疫学研究両者で既に国内国外のネットワークが構築され

つつある。経費支給終了後もこの分野におけるネットワーク構築の継続は十分に期待で

き、また、そのネットワークを介して大きな成果が期待できる。 

 

 


