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は  じ  め  に 

 千葉県がんセンターは、千葉県におけるがん対策の中枢的役割を果たすことを

目的として、昭和４７年１１月に開設され、がんセンター研究局は、その開設当初

より、設置された研究機関です。 

社会経済情勢の急激な変化の中、また、厳しい財政状況の中で、研究機関の

運営も県民のニーズを的確に把握し、緊急度や必要性を重視した研究事業精選

型の運営に転換していくことが求められるとして、平成１６年５月には、千葉県試

験研究機関評価委員会から評価結果が発表されました。 

 本報告書は、昨年度に行った評価結果を受けて、平成１５年度から１６年度に

かけて、千葉県がんセンター研究局の４部１室で行われている研究についての中

間評価を主な内容としています。 

 近年のゲノム研究の成果をもとに、オーダーメイド医療のための基盤をなす研

究成果等、臨床への応用を意識したテーマも多数出てくるようになり、今回評価

対象となった研究課題の中には、ゲノム解析の結果がいよいよ臨床分野に実用

化されるものも出ています。 

短い期間で県民の目に見える研究成果を得ることは、必ずしも容易なことでは

ありませんが、千葉県の財産であるこれらの研究成果をより多くの県民に還元し

ていくためには、県の対がん施策を担う行政機関と研究機関が足並みを揃え、研

究をより有機的に発展させ、施策に反映させることも必要なことです。 

本専門部会の評価結果が千葉県がんセンター研究局の今後の研究運営の参

考となり、千葉県の対がん施策の推進の一助となれば幸いです。 

平成１６年１１月 

がんセンター（研究局）課題評価専門部会 部会長  大木 操 
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２ 課題評価結果 

 

（１）総括 

① 課題の選択方法 

千葉県がんセンター研究局は、病理研究部、生化学研究部、化学療法研究部、疫学研究

部及び動物研究室の 4 部 1 室で構成され、平成 16 年 8 月現在で研究課題は 20 課題です。 

千葉県がんセンターでは、これらの研究中の研究課題に対し、７月６日に県の内部組織での

評価委員会を開催し、15 年度機関評価結果にある「研究課題を精選し、効率的・効果的な研

究開発とその成果の活用促進を図る」という観点を踏まえ、千葉県におけるがんの現状の把握、

がん対策上の必要性、臨床分野への還元などの観点から研究の重要性や計画の妥当性など

について評価を行いました。 

今回の報告書の課題評価については、内部評価結果で総合評価の高い研究課題を中心に、

研究局の部ごとに主な研究（12 課題）を審議しました。 

なお、今回評価を行った研究課題は、15年度の内部・外部評価結果を受け、この１年間の研

究を中間評価したものが 11 件、新たに進める研究に対する事前評価が１件です。 

 

② 評価の総括 

今回の千葉県がんセンター研究局の研究評価においては、前年度に評価結果をうけた研

究を中心に、それぞれの分野において前年度の結果を受けて研究をどのように進めていった

のかを評価しました。 

昨年度に引き続き、外部からの資金の導入や研究生などのマンパワーを積極的に受け入れ

ており、コストパフォーマンスは非常に高いものがあります。 

特に、生化学分野における、神経芽細胞腫（固形腫瘍の小児がんの中で発生率が高いが

ん）の遺伝子レベルでの解析は、がんの予後を９割の確率で予測できるＤＮＡアレイによる診断

方法を 11 月より実用化に踏み切るなど、臨床への還元がより現実化しており、その遺伝子及び

ゲノム構造異常解析によって得られた成果は、今後の進展が注目されます。 

本年度の研究については、昨年度課題評価を行ったものについての中間評価が多かった

ため、研究に発展が見られた部分を評価しましたが、研究成果をより発展させ、施策面に生か

すには行政機関の理解と協力も必要であり、疫学分野等において、研究課題が行政の対がん

施策の一翼を担えるよう、今後は研究分野と行政施策をより有機的に結びつけられるように考

えていくことも必要なことと思われます。 
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２ 課題評価結果 （２）事前評価 

平成１６年度がんセンター（研究局）課題評価票（事前評価） 

がんセンター研究局 

研究課題名 がん幹細胞特異的遺伝子の同定とがん再発予防に関する基盤研究およびその臨床応用への展

開 
研究期間 平成１６年から（新規） 

研究概要 

治療法の発展した現在においても難治性であるがんの特徴は、がん細胞のゲノムに重大な異

常を有し、制がん剤や放射線治療に抵抗し、一端縮小した後に再発・転移を起こしてくることであ

る。最近、このような難治性がんの原因として、がん組織内にがんの幹細胞が存在し、このがん幹

細胞が大量化学療法後も生存して潜伏し、再発や転移を起こす主役であろうという仮説が提唱さ

れるようになった。この仮説は、我々がこれまでに行ってきた小児がん研究の中からも十分にその

存在が予想されるものである。したがって、我々は、神経芽腫・脳腫瘍と肝芽腫・肝細胞がんという

同一組織系から発生する小児がんと成人がんのペアをモデルとして、それらのがん幹細胞を同定

し、手術摘出組織からのがん幹細胞の大量分離と、がん幹細胞を特異的に治療する方法を開発

することを目的とし、千葉県がんセンター研究局において大規模プロジェクトを展開する。 
評価項目 判  定 その他のコメント 

１ 研究計画の重要性 
 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

２ 研究課題を県が行う 
必要性 

 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

３ 研究計画の妥当性 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

４ 研究資源の妥当性 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

５ 研究成果の波及効果 
及び発展性 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

６ 総合評価 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 世界で注目の研究テーマであるだけに、勝負できる手札を持

っているかがポイントとなり、記載された神経芽腫の方法論で、

がんの幹細胞マーカーを本当に決められるかどうかによる。非

常に重要なテーマなだけに、挑戦する価値は十分にあり、成果

に期待する。 
小児腫瘍と成人の腫瘍ではその発生過程に大きな違いがあ

ることも想定されるが、がんの再発・転移がんは幹細胞のがん化

によるとの考え方は以前から言われていたことでもあり、その検

証は極めて重要な課題と思われ、大いに評価できる。 
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２ 課題評価結果 （３）中間評価 

平成１６年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

病理研究部 

研究課題名 腫瘍特異的な転写調節による遺伝子治療の展開 
研究期間 平成 10 年 4 月から 

研究概要 

21 世紀の医療と言われる遺伝子治療を実用化するにあたっては、まだ多くの問題点があり、そ

れを解決する手段を構築することが、本研究の目的である。とりわけ、導入した遺伝子の発現特異

性と、遺伝子導入効率の向上が求められている。そこで本研究では、腫瘍に高発現の遺伝子に着

目し、その発現の調節に関わる領域（プロモーター）を利用して、腫瘍特異的な遺伝子発現の制

御に関する技術開発を行っている。その結果、一部の研究成果は特許申請となり、この一年で

は、当該プロモーターを使用した技術によって、正常組織に傷害を与えず、腫瘍組織のみを破壊

することが可能であることを明らかにした。今後は新規プロモーターの同定と、このプロモーターに

作用する特定の抗がん剤との併用効果について、更に検討する予定である。また、遺伝子導入効

率の向上のため、ウイルスを使用したヴェクター（遺伝子の運び屋）の改良を行っている。このヴェ

クターに上記のプロモーターを搭載した組換えウイルスは、腫瘍特異的な細胞傷害活性を有し、

安全で効果的な治療効果を示すと予測されることから、次世代のがんに対する遺伝子治療となる

ことが期待される。 
評価項目 判  定 その他のコメント 

１ 研究計画の重要性 
 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

がんに対する遺伝子治療は巷でいわれる程のバラ色のもの

ではない。しかし、難しいがんに対する画期的治療法はでてくる

可能性はあり、研究課題は重要である。 
将来を考え、研究の重要性は認められるものの、細々と行う

類の研究とは違う感じがする。 

２ 研究課題を県が行う 
必要性 

 

□非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

千葉県に独特のものか否か、という意味では独自のものでは

ないから、必要性は高くない。 
ベンチャー企業とタイアップすることにより活路が見出せるか

もしれない。 

３ 研究計画の妥当性 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

ウィルスヴェクターの構築に関しては独自のアイデアでよい結

果を挙げている。しかし多くの遺伝子治療が局所投与という欠

点を持つ限界は超えていない。工夫が必要。 
ヴェクターの問題点（安全性、遺伝子導入効率）が十分に整

理されていないため、戦略が見にくい。 

４ 研究資源の妥当性 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 遺伝子治療法の開発は、依然として各研究者の独自性に依

存する段階にある。その意味では小規模研究も可能であり妥

当。 

５ 研究成果の波及効果 
及び発展性 

□非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

もしヴェクターが開発されるとしたら。その効果は極めて大き

く、産業界への波及効果も大きい。 

６ 総合評価 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 ＤＣの大量培養法が実用上では必須となると考えられる。その

検討も今後の課題としては重要。 
 将来より重要となる研究であり息の長い支援が必要。 
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平成１６年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

病理研究部 

研究課題名 免疫応答に基づいた遺伝子治療の展開とその臨床応用 

研究期間 平成 16 年 4 月から 

研究概要 

生体の防衛機構である免疫反応を、がん治療に応用しようとする方法は、副作用が少ないという

利点もあり、近年これに関わる臨床試験研究が一部の施設で行われている。当研究部において

も、免疫反応を強化する機能性蛋白質の遺伝子（DNA）等を用いて、腫瘍を完全に消失できる程

の免疫反応を惹起できることを明らかにし、その成果を特許申請に結びつけた。一方、DNA 分子

を筋肉内に導入すると、その DNA から蛋白質が持続的に合成されることが、すでに判明してい

る。そこで本研究では、DNA 分子の投与によって、効果的な免疫反応を誘導する技術に力点を

おき、腫瘍由来の遺伝子の一部を用いた、腫瘍 DNA ワクチンの開発を最終的な目標としている。

本研究に関わる技術は、遺伝子発現に基づいて免疫反応を強化しようとするもので、その対象は

がん治療ばかりではなく、ウイルス感染症などを対象とした広汎な領域となることが考えられる。 
評価項目 判  定 その他のコメント 

１ 研究計画の重要性 
 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

遺伝子治療開発の重要性という意味でも重要である。また免

疫系を利用した遺伝子治療という意味では独自性も高く、評価

できる。 
独創性があり、県が行う研究としても適切。 
免疫応答に基づくがん治療は治療法の１つとして注目され多

くの研究が進められている。計画自身は妥当と考える。 

２ 研究課題を県が行う 
必要性 

 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 千葉県では、千葉県がんセンターと千葉大の免疫学は高いレ

ベルにあり、良い協力関係、競合関係は進歩にとって必須であ

る。 
免疫応答に基づくがん治療は治療法の１つとして注目され多

くの研究が進められている。計画自身は妥当と考える。 

３ 研究計画の妥当性 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 遺伝子治療開発として、インターロイキンに注目するのは偏っ

ているとも考えられるが、独自性を発揮する意味では評価でき

る。 
 ヒトの臨床応用への戦略がわかりにくい。モデルを段階的に積

み上げていく必要があるのではないか。 
免疫応答に基づくがん治療は治療法の１つとして注目され多

くの研究が進められている。計画自身は妥当と考える。 

４ 研究資源の妥当性 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

５ 研究成果の波及効果 
及び発展性 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 研究が始まったばかりであるので、今後どのような成果が出る

のかにより、波及効果等も定まる。 

６ 総合評価 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 遺伝子治療への実際の適用には多くのハードルがあると思わ

れるが、現段階としては重要な課題。 
 優れた基礎研究（モデル研究）であり、こうした研究の積み重

ねが臨床に大きな成果を生み出すことになる。今の段階では

「臨床応用」を意識しすぎない方が大きな研究に発展すると思

われる。 計画自身は妥当である。 
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平成１６年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

生化学研究部 

研究課題名 がん関連遺伝子の網羅的解析とその臨床応用 

研究期間 平成９年から 

研究概要 

がんの悪性度や治療に対する効きやすさなどの性質の違いは、そのがん細胞で働いている遺

伝子の違いで見分けることができる。そこで本課題では、遺伝子でがんの詳細な性質を予想し、治

療方針決定に役立てるため、がんの性質決定に強く関わる遺伝子を見つけ、それらをスライドグラ

スに載せた 診断用の DNA チップを作製する。また、そのチップを用いた新しいがんの診断 シス

テムを開発する。これまでに小児がんから１万個以上の遺伝子を集め、その DNA チップの作製に

成功した。また、小児の代表的な腹部のがんである神経芽腫について、全国規模の組織バンクを

整備し、この１年間に 150 例以上に及ぶがんのサンプルについてチップ上の遺伝子の働きを調べ

た。さらに、統計処理により神経芽腫の悪性度に強く相関する遺伝子を絞り込み、200 個の遺伝子

を搭載した神経芽腫診断チップを作製した（特許申請済）。現在は、この神経芽腫診断チップの実

用化と事業化を目指し、複数の企業及び研究機関との共同研究を進めている。このようなチップ

は、テーラーメード医療を目指す高度先端がん医療施設の実現に大いに貢献するとともに、千葉

県のバイオ産業振興の基盤となることが期待される。 
評価項目 判  定 その他のコメント 

１ 研究計画の重要性 
 

■非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 世界的に見ても、千葉県がんセンターの神経芽腫に関する研

究の寄与は極めて大きい。 
 ポストゲノムシークエンス時代の課題として注目されているもの

である。 

２ 研究課題を県が行う 
必要性 

 

■非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 日本はおろか世界的な財産になりつつある神経芽腫の集積

及びデータベースとＤＮＡ情報を千葉県は誇りを持って維持・拡

大すべきである。 
 国際的に評価されているものであれば、国であるか県であるか

は関係ない。 

３ 研究計画の妥当性 ■非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

長期間にわたっての課題をうまくゲノム研究の進展の上にの

せている。 

４ 研究資源の妥当性 ■非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

５ 研究成果の波及効果 
及び発展性 

■非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

６ 総合評価 ■非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 着実に研究は進展し、神経芽腫診断に関しては実用も間近と

思われ、高く評価できる。さらに、成人のがんの診断に向けての

展開が期待される。 
 非常に高レベルの研究であり、具体的な成果も着実に出てい

る。 
 ＤＮＡチップを用いられた結果と臨床像を相関させる研究は国

の内外を問わず着実に進んでいる。それらのうち１つとして認め

られるであろう。 
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平成１６年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

生化学研究部 

研究課題名 がん組織由来新規がん関連遺伝子の機能解析とそのゲノム創薬への展開 

研究期間 平成１１年から 

研究概要 

がんのテーラーメイド医療を目指した新しい診断法開発や創薬への展開へ向けて、我々はこれ

までに、神経芽腫、肝芽腫を含む小児がん組織から 10,000 個以上の遺伝子を抽出し、複数のスク

リーニング系を用いて絞り込んだがんにおいて重要と思われる新規遺伝子の機能解析を進めてき

た。その結果、これまでに新規の発がん遺伝子、がん抑制遺伝子、シグナル伝達分子遺伝子、細

胞増殖制御遺伝子、E3 ユビキチン結合酵素遺伝子、等を同定し、さらに、発がんおよび神経変性

疾患と関連した重要遺伝子の特定にも成功した。とくに、過去１年間で新たに進歩した内容は、神

経発生に関連した新規遺伝子の発がんにおける役割の解明、神経分化と細胞運動を制御すると

思われる新規遺伝子の機能解析、神経芽腫において発現し予後に関与すると思われる新規受容

体遺伝子の同定、細胞分裂を制御すると思われる発がん遺伝子の機能解析等が挙げられる。こ

のような研究成果は、今後、千葉県を中心としたゲノム創薬プロジェクトの発展に貢献することが大

いに期待される。 
評価項目 判  定 その他のコメント 

１ 研究計画の重要性 
 

■非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 独自の発想で発見した遺伝子と疾患での意味を最終的に治

療法、予防法にするためには、機能解析が必須。 
 これまでに集めた多数の神経芽腫等の検体を生かすオーソド

ックスな計画である。 
 

２ 研究課題を県が行う 
必要性 

 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 すでに千葉県がんセンターが独自に持っている疾患遺伝子

情報を活用するのは、県の責務であるが、財産の保全にもな

る。 
 国内の検体を組織的・網羅的に募集している。したがって、国

の機関ではやりたくともできない。 

３ 研究計画の妥当性 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 国内の検体を組織的・網羅的に募集している。したがって、国

の機関ではやりたくともできない。 

４ 研究資源の妥当性 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 県として、もう少し投資してもよいのではないか。 

５ 研究成果の波及効果 
及び発展性 

■非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

６ 総合評価 ■非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 現在は、見いだされたいくつかの遺伝子について散発的に研

究をしている状況であるが、今後数多くの遺伝子について系統

的に研究を行うシステム作りが必要と思われる。その点について

も県の理解と協力が望まれる。 
 この種の研究は研究体制をうまくつくって行わないと成果が挙

がらない。進歩の具合から見てもうまく体制が機能していること

がうかがえ、さらなる成果を挙げることが期待される。 
 動物モデルを用いての検討が是非望まれる。神経成長因子

の機能に関連してｐ７５等の受容体発見についての検討も必要

と思われる。 
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平成１６年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

生化学研究部 

研究課題名 がんのゲノムおよび染色体異常の解析とその臨床応用 

研究期間 平成 10 年から 

研究概要 

がんは、環境中の有害物質などの影響により細胞の中の遺伝子（DNA）に異常が起こり、発症

する。 
最近終了したヒトゲノムプロジェクトにより、この DNA が受けた異常のパターンが、がんの種類や

悪性度などのがんの性質を決定していることが明らかにされた。そこで本課題では、がんで起こっ

たゲノム異常を詳細に解析し、がんの性質と強く関わる特定の異常パターンを見つけることにより、

がんの新しい診断法の開発と実用化を目指す。これまでに、小児の代表的な腹部のがんである神

経芽腫について全国規模の組織バンク を整備し、ゲノム異常の解析には、カリフォルニア大学サ

ンフランシスコ校で 世界に先駆けて開発されたアレイ CGH 法をいち早く導入した。この１年間に

270 症例についてゲノム異常の解析を終え、臨床情報との関連性を探る統計処理に移行した。そ

の過程で、神経芽腫の悪性度と強く関わるゲノム異常のパターンを見いだした。今後は更に統計

処理を進め、がんをより細かく層別化するとともに、臨床への導入を目指した複数企業・研究施設

との共同開発を進める。この成果は今後のテーラーメード医療実現に貢献するものと期待される。

評価項目 判  定 その他のコメント 
１ 研究計画の重要性 
 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

２ 研究課題を県が行う 
必要性 

 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

３ 研究計画の妥当性 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 アレイＣＧＨは、まだ開発途上にあり、系の確立に向けた努力

が日常的に必要である。この点からチップの供給を他施設から

受けての研究には明らかに限界がある。（※） 

４ 研究資源の妥当性 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

５ 研究成果の波及効果 
及び発展性 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

６ 総合評価 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

今後神経芽腫以外の腫瘍への展開が期待される。 
神経芽腫の予後との関連についてのこれまでの成果は評価

できる。しかし、これからのことを考えた場合、「3.研究計画の妥

当性」の※印にある理由から課題を存分に遂行することは極め

て難しいと考える。 
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平成１６年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

生化学研究部 

研究課題名 DNA 損傷修復と制癌剤耐性獲得機構の分子生物学的研究およびその臨床応用 
研究期間 平成 10 年から 

研究概要 

本研究課題は、がん治療の現場において大きな問題の一つとなっている制癌剤により抗腫瘍効果が著しく

低下するという現象（制癌剤耐性獲得）を克服する手立てを得ることによって、将来的には、がん治療の向上に

貢献することを目的としている。制癌剤の多くはがん細胞の DNA に傷をつけて（DNA 損傷）がん細胞を殺すこ

とによって（細胞死）、その抗腫瘍効果を発揮する。制癌剤による損傷を受けた DNA を感知し、がん細胞死を

実行する分子が p53 および p73 と称されるがん抑制蛋白質である。がん細胞が制癌剤耐性を獲得する一因と

して考えられるのが、がん細胞死の実行役となる p53 および p73 の機能不全である。多くのがん細胞において

変異型として存在する p53 とは異なり、p73 は正常型として存在するが、その細胞内における量は極めて低い。

したがって、本来正常型として存在する p73 の量および活性を増加させる因子あるいは仕組みを解明するこ

とは重要である。今回、我々は制癌剤であるシスプラチンによる細胞死誘導過程において、蛋白質リン酸化酵

素である IKKa が p73 の量および活性を増加させる能力を持つことを世界に先駆けて明らかにした。我々が見

いだした p73 の新たな活性化の仕組みは、p73 による制癌剤耐性克服のための手立てを提供するものと期待さ

れる。 
評価項目 判  定 その他のコメント 

１ 研究計画の重要性 
 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

２ 研究課題を県が行う 
必要性 

 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 ｐ７３の機能の解析に関し、これまでの実績がある。 
また、想定されるｐ７３機能の重要性からも課題遂行を行う主

体が県であろうと国であろうと関係ない。 

３ 研究計画の妥当性 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 本研究は、既存のＤＮＡ損傷性の抗がん剤に関する研究であ

る。生物学的にはやや面白いものが出たとしても、いずれ消え

ていく抗がん剤の研究に多くの労力を割く必要はあまりないの

ではと思う（生化学研究の行っている他のプロジェクトの重要性

に比すれば、比較的重要度が低くてもよいのではないか）。 
 研究はこれまで蓄積してきた成果を大きく発展させるものであ

り評価されるものである。 
４ 研究資源の妥当性 □非常に高く評価できる 

■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

５ 研究成果の波及効果 
及び発展性 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

６ 総合評価 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

競争の激しい分野で独自の成果をあげてきている。研究室の

レベルを上げるという視点からも貢献していると考えられる。 
 ｐ７３（ｐ６３）はｐ５３の機能を補完するとともに個体の発生過程

で重要な働きをしていると考えられる。 したがって、ｐ５３、ｐ７３、

ｐ６３の相互作用としての解析は重要であり、さらに、抗がん剤の

違いによる反応性の相違も十分検討する必要がある。 優れた

研究成果をあげている。 
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平成１６年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

化学療法研究部 

研究課題名 がんの転移機構に関する分子細胞生物学的研究とその臨床応用 

研究期間 平成 15 年 10 月から 

研究概要 

本研究課題は、がん転移の機序を知りそれを抑制する方法を見出すことを目的としている。今

回は、がん組織内の血管新生を促進する因子の発現調節遺伝子に焦点を当て、その発現を肺癌

由来の低転移性と高転移性細胞とで比較したところ、高転移性細胞で恒常的に高発現されている

ことを発見した。この遺伝子の発現を減少させることができれば、血行性転移の抑制が期待され

る。また、我々は、ある種のカルシウム結合蛋白質が肺癌や大腸癌の浸潤・転移に関与することを

報告してきたが、今回悪性脳腫瘍の浸潤にもこの蛋白質が関与するかどうかを検討した。その結

果、最新の遺伝子発現操作技術を用いてその発現を抑制したところ、浸潤性が顕著に抑制される

ことを見出した。これらの知見は、がんの最も恐ろしい性質である浸潤・転移を抑制する方法論の

開発につながる可能性と将来臨床応用が期待される。 
評価項目 判  定 その他のコメント 

１ 研究計画の重要性 
 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 最近のがん転移のメカニズム研究の進歩は大きい。転移浸潤

を制するものががんを制するとも言われており、重要である。 
 がんの転移に関する研究は、がん研究の主要課題の１つであ

るが一番遅れている。独自の細胞系を用い HIF-1αに続き

S100A4 と着実に研究を進めている点を評価したい。 

２ 研究課題を県が行う 
必要性 

 

□非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 がんの転移に関する研究は、がん研究の主要課題の１つであ

るが研究の遅れている分野でもある。独自の細胞系を用い

HIF-1αに続き S100A4 と着実に研究を進めている点を評価し

たい。 

３ 研究計画の妥当性 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 低酸素状態と、がん転移の関わりに関する研究を早くから取り

組み、相応の結果が出ている。 
 SPI、PKC だけでなく HIF-1α特異的な転写機構の解明を目

指してほしい。 

４ 研究資源の妥当性 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 がんの転移に関する研究は、がん研究の主要課題の１つであ

るが一番遅れている。独自の細胞系を用い HIF-1αに続き

S100A4 と着実に研究を進めている点を評価したい。 
世界的に、やや研究者が増加する傾向があるので、優位性

を保つためには資源の投入が必要である。 

５ 研究成果の波及効果 
及び発展性 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 転移のメカニズムの一端が解明されたとしても、すぐに治療法

ができるものではないが、様々な角度からのアプローチにより、

最終的には多くの発展性がでると思われる。 

６ 総合評価 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

転移の過程に低酸素状態が関与していることは理解できるが

複雑な転移の過程でどの程度の重要性と認識されているのか

若干不明確な部分がある（「ＨＩＦ－１の機能解析とそのがん治

療への応用」といった課題としては理解しやすいが）。 
 がんの転移に関する研究は、がん研究の主要課題の１つであ

るが一番遅れている分野であるので、独自の細胞系を用い

HIF-1αに続き S100A4 と着実に研究を進めている点を評価し

たい。 
 ＨＩＦ－１αの転移制御とＨＩＦ－１α蛋白蓄積の関係を今後臨

床検体で示していく必要がある。 
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平成１６年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

化学療法研究部 

研究課題名 低酸素とがんの転移に関する分子レベルでの研究及び臨床応用 
研究期間 平成 15 年 3 月から 

研究概要 

低酸素状態は癌病巣内にしばしば生じ、その領域では治療抵抗性のがん細胞が認められ治療

上大きな障害である。また低酸素下のがん細胞は、転移しやすくなるという報告がある。この治療

困難ながん細胞の撲滅を目的とし、低酸素状態で有効に働く遺伝子治療法を検討しているが、低

酸素下のがん細胞を死に導くのに有効な方法であることの実験結果を得た。１６年度は、従来の

治療法である放射線療法との併用で患者の治療によるダメージを軽減し、より確実にがん細胞を

駆逐するため、低酸素状態と放射線照射双方で、特定の遺伝子を特異的に強く発現させ、がん細

胞を死に導く治療用遺伝子の開発を開始した。 
また、転移抑制法を見出す重要な基礎検討として、転移のしやすさの異なるがん細胞の低酸素

状態での遺伝子発現を解析し、転移しやすいがんの特徴遺伝子とその発現機構について研究も

行っている。このような遺伝子発現機構については報告が少なく、我々は乳癌細胞で血管新生関

連遺伝子の発現機構が異なることを新たに見いだした。低酸素からみた治療抵抗性がんの増殖

抑制法開発と転移に関わる遺伝子の解析というアプローチは、基礎研究を臨床に反映する上で

有効と考える。 
評価項目 判  定 その他のコメント 

１ 研究計画の重要性 
 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 この領域はやや急速に進みつつあり極めて重要なテーマ。 
 従来の研究を発展的に、面白く計画している。 
 

２ 研究課題を県が行う 
必要性 

 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

独自の発想から行われた研究は高く評価できる。 
 

３ 研究計画の妥当性 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 従来の研究を発展的に、面白く計画している。 
研究の方向性については、やや独自性を薄めている感があ

る。 

４ 研究資源の妥当性 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

５ 研究成果の波及効果 
及び発展性 

□非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 独自性の弱い研究は大きな流れに消されてしまう可能性があ

る。 

６ 総合評価 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

自分の持っているシステム上の計画にのせており、これまで

の実績からみても、それなりの成果をあげることが期待される。

健闘を祈る。 
ＭＣＦ７とＭＤＡ－ＭＢ－２３１はＥＲの発現等の基本的な特性

が大きく異なっており、比較に用いるには不適切と考えられる。

高転移性細胞における分子動態の上でＨＩＦ－１発現が最も

重要な標的分子と言えるかについては疑問なところもある。 
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平成１６年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

疫学研究部 

研究課題名 がん発生の地理疫学的研究 

研究期間 平成 15 年 4 月から平成 20 年 3 月（予） 

研究概要 

当該研究では、千葉県がん登録のデータを活用する目的で、市販の地理情報ソフトMapInfo上

でがん罹患と環境要因の解析を行うソフトウェアを独自に開発してきた。がん患者を住宅地図上に

正確にマッピングし、道路、大気汚染データ、送電設備などとの距離を計測し、関心領域を設定し

て患者を抽出し、リスク計算を行うことが可能である。これまでに、１）胃がんや大腸がん、肺がんな

どがんの種類によって道路からの距離により分布のパターンが異なること、２）送電線近傍に比較

的若年のリンパ腫が集積すること、３)肺がんが道路 50m 圏に集積する傾向があり幹線道路では道

路 500m 圏に比べ 1.8～2.0 倍のリスクを有すること、４）2003 年度は調査を肺癌以外に胃・大腸・

子宮・肝・乳房の各部位に拡大し、肺癌と胃癌で幹線道路沿いに有意のリスクを認めること、また

調査期間を 5 年から 10 年へと延長した場合、男女の肺癌とも 2.0 倍の有意のリスクを有することな

どの結果を得た。今後、解析地域を拡大するとともに、調査対象のリスク要因として低周波電磁波

等についても検討していく予定である。 
評価項目 判  定 その他のコメント 

１ 研究計画の重要性 
 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

質の高い千葉県がん登録を維持発展させることは、重大な県

の責務である。 

２ 研究課題を県が行う 
必要性 

 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 県民の健康に直結した重要な研究であり、県の積極的な支援

を期待する。 

３ 研究計画の妥当性 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 関連分析から医学的根拠の探求に進めることが必要。 

４ 研究資源の妥当性 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 県はもっと資源投入すべきである。 

５ 研究成果の波及効果 
及び発展性 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

６ 総合評価 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

環境指標としては排ガス、電磁波以外にも種々あると思われ

るが、どのような指標のモニタリングを行うのか明確にする必要

がある。 
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平成１６年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

疫学研究部 

研究課題名 分子疫学的指標によるがん罹患リスクの評価 

研究期間 平成 15 年 4 月から平成 21 年 3 月（予） 

研究概要 

本調査は１万人規模のコーホートの追跡調査によりピロリ菌除菌治療のがん予防効果を評価

し、また胃がん罹患に対する生活習慣と分子疫学的指標による罹患要因を明らかにしようとするも

のである。2001 年 4 月より市町村住民検診受診者を対象に調査を開始し、2004 年度調査で調査

数累計 10,000 人に達する見込みである。調査の結果、1)胃がん死亡率・罹患率が他地域に比べ

て高い香取郡山田町で他地域より約 10%高い保菌率を得た。2)感染率より計算された集団寄与

危険率すなわち千葉県においてピロリ菌が発がんに寄与する率は、早期がんで約 60～65％と推

計された。3)追跡調査と問診票による生活習慣の解析から、ピロリ菌保菌は萎縮性胃炎に対して

6.15 倍、胃がん罹患に対して 3.14 倍、また萎縮性胃炎は胃がん発症に対して 8.9 倍の有意のリス

クを有し、相互に強い関連があること認められた。また１日 5 杯以上の緑茶飲用はピロリ菌感染を

抑制する効果があることが示された。今後、本調査対象者について除菌治療の実施に関する追跡

情報を求め、除菌治療の胃がん予防効果を明らかにしてく。また本コーホートについては文部科

学省が第３次対がん戦略に基づいて全国規模で推進する分子疫学コーホートとして再構築する

計画もある。 
評価項目 判  定 その他のコメント 

１ 研究計画の重要性 
 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 本研究テーマは、極めて大事な主題であるが、どうしても調査

が千葉県に限るという限界がある。 
 全国規模の文科省がん特の分子疫学コーホートに参画も予

定されていることから、全国レベルの研究プラス千葉県独自の

予防研究として重要である。 

２ 研究課題を県が行う 
必要性 

 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 県民の重大関心事であり、かつ質の高い千葉県がん登録の

活用の路として高く評価できる。 

３ 研究計画の妥当性 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

千葉県コーホート独自の研究項目を設定することが重要。 
コーホートは十年後に結果を出す研究なので、胃がんとピロリ

菌の関係だけで通用する結果が出せるかは定かといえない。 

４ 研究資源の妥当性 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 千葉県に限らない研究体制として班研究などの共同研究の活

用を積極的に進めると良いのではないか。 

５ 研究成果の波及効果 
及び発展性 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

６ 総合評価 □非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

ピロリ菌感染、保菌を「分子疫学的指標」としているが、用語と

しては若干の違和感を感じる。 
 コーホート研究は十年以上の努力を要するので、周囲の忍耐

強い支援が何より大切である。 
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平成１６年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

疫学研究部 

研究課題名 女性の健康に関する疫学調査（栗源町コホート追跡調査） 

研究期間 平成 15 年 4 月から平成 21 年 3 月（予） 

研究概要 

千葉県では堂本知事提唱のもと「性差にもとづく医療」の考えを取り入れた女性の健康のための

ガイドライン作成を進めている。本疫学調査はその一環で、香取郡栗源町の協力により生殖歴と

栄養調査及び、ちば県民保健予防財団（千葉県対がん協会）の協力を得た婦人科がんのリスク評

価を進めてきた。  
調査結果として、以下の 1)から 3）のことが得られた。 
1)栗源町コホート追跡調査では、妊娠回数 0 回と 5 回以上、また初潮年齢 16 歳以上の生殖歴

が女性の全死亡に対してリスクとなることが示された。2)千葉県対がん協会との協同調査による婦

人科検診の解析から、初潮から閉経までの女性ホルモンへの曝露期間が 1977 年から 2003 年の

27 年間で 2.7 歳延長したことが示され、乳がん等ホルモン感受性がんの増加要因になったことが

示唆された。3)子宮頚癌のリスク要因とされるヒトパピローマウィルス(HPV)の予備調査では、千葉

県がんセンターの凍結保存臓器から HPV を検索した結果、子宮頚がんで 100％HPV 陽性であっ

たことに対して、子宮体がんでは陽性率は 9％に止まった。１６年度は同一試薬キットを使用して県

内成人女性を対象に HPV 感染実態調査を実施する予定である。 
評価項目 判  定 その他のコメント 

１ 研究計画の重要性 
 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

重要なテーマである。 

２ 研究課題を県が行う 
必要性 

 

□非常に高く評価できる 
■高く評価できる 
□評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 県が行うのに適当なテーマである。 
 子宮頚がんは、全国統計で２０～３０代の罹患・死亡が増加し

ており、今後減少から増加に転じると予想されているので、検診

受診などの予防介入を含めて研究を進めていただきたい。 

３ 研究計画の妥当性 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 しかし、県に限らない研究体制で母集団を増やし、客観性を

高める必要があるのではないか。 
 我が国で急増している子宮体がんも研究対象としたらどうか。

４ 研究資源の妥当性 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 ＨＰＶ感染だけでなく、乳がん・子宮体がんは生体試料を用い

てのホルモン状況の把握が必要であり、生体マーカーの開発・

測定を考えていただきたい。 

５ 研究成果の波及効果 
及び発展性 

□非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 

６ 総合評価 □非常に高く評価できる 
□高く評価できる 
■評価できる 
□見直せば評価できる 
□全く評価できない 
□不明 

 子宮体がんは内分泌依存がんの側面があるので、その視点

での調査、分析が望まれる。 
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３ がんセンター（研究局）課題評価専門部会開催日 

 

＜第１回＞ 

１ 日 時  平成１６年９月７日（火）１３：３０～１７：００ 

 

２ 場 所  千葉県がんセンター東 1階会議室 

 

３ 出席者 

（専門部会） 部   会   長             大木  操 

部 会 構 成 員             江角 浩安 

                   中地  敬 

                   原田 昌興 

（千葉県）千葉県がんセンター 

センター長                渡辺 一男 

       研究局長兼生化学研究部長         中川原 章 

       研究局病理研究部長            田川 雅敏 

       研究局化学療法研究部主席研究員      竹永 啓三 

       研究局疫学研究部長            三上 春夫 

       医事企画班主査              荒田 邦夫 

 

      病院局経営管理課 

         主幹兼経営指導室長            加藤 静雄 

         副主査                  原田 孝明 

 

４ 内容 

（１）千葉県試験研究機関の評価制度の概要説明 

（２）平成 15 年度課題評価結果に基づく対応方針の概要説明 

（３）各研究課題説明 

  ア 病理研究部 

  イ 生化学研究部 

  ウ 化学療法研究部 

  エ 疫学研究部 
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