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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ています。 

本専門部会は、昨年度に行った評価結果を受けて、平成１７年度から１８

年度にかけて、千葉県がんセンター研究局の４部４室で行われている研究に

ついての中間評価を実施しました。 

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

す研究への積極的方向転換が行われ、臨床への応用を意識したテーマが課題

の多数を占めるようになり、今回評価対象となった研究課題の中には、ゲノ

ム解析の結果が臨床分野に実用化されたものも出ています。 

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。 

今回の課題評価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。 
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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、ゲノムセンター、がん遺伝子研究室、アニマルセンター及び転移

制御研究室の４部４室で構成され、平成 18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、6 月 7 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。 

  また、報告書の内容については、課題評価専門部会において審議された各課

題の課題評価調書及び課題評価票（様式は「がんセンター（研究局）課題評価

実施要領」による）について掲載しました。 

  なお、今回評価を行った研究課題は、17 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 12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

を受けた研究を中心に、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。 

昨年度と同様、外部からの資金の導入や研修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依然として非常に高いものがありま

す。 

また、外部評価結果を受け、プロジェクトを中心とした組織の内部再編を行

ったことによって、より効果的な研究体制が確立され、研究内容についても活

性化されています。 

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に関しては、独自に開発したがんの予

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、世界に先駆けて

臨床現場での実用化段階まで展開したことは高く評価できます。また、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にも進展が見られ、さらに、

成人がんへの応用も開始されており、今後の発展が注目されます。 

本年度の研究については、昨年度課題評価を行ったものの中から、研究に発

展が見られた部分の妥当性を評価しましたが、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が、ますます必要となってきています。

特に、疫学分野に関しては、研究分野と行政施策のより有機的な連携が必要に

なってくるものと思われます。 
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がんセンター(研究局)平成１８年度課題評価結果（総括） 

判  定 

課 題 名 １．研究計
画の重要性

２．研究課
題を県が行
う必要性 

３．研究計
画の妥当性

４．研究資
源の妥当性

５．研究成果
の波及効果
及び発展性 

６．総合評価 

1 研究局全体 
千葉県民を対象とした分子疫学コホート調査による疾

病罹患リスク評価と個人向け予防法の確立（中間評価）

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

非常に高く

評価できる 

非常に高く

評価できる 

2 生化学研究部
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（中間評価） 

非常に高く

評価できる

非常に高く

評価できる

非常に高く

評価できる

非常に高く

評価できる

非常に高く

評価できる 

非常に高く

評価できる 

3 病理研究部 
細胞性免疫応答と遺伝子治療の基盤研究と臨床応用

（中間評価） 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

4 生化学研究部
細胞増殖・細胞死制御の分子機構解析とその幹細胞研

究への展開による臨床応用（中間評価） 
高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

非常に高く

評価できる 

高く評価 

できる 

5 〃 
DNA 損傷修復と制癌剤耐性獲得機構の分子生物学的研

究及びその臨床応用（中間評価） 

非常に高く

評価できる

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

6 〃 
がんのゲノム異常及び遺伝子発現の網羅的解析とその

臨床応用（中間評価） 

非常に高く

評価できる

非常に高く

評価できる

非常に高く

評価できる

非常に高く

評価できる

非常に高く

評価できる 

非常に高く

評価できる 

7 〃 

がんのゲノム・発現解析から同定したがん関連遺伝子

LMO3 の細胞増殖促進機構の解明と創薬への展開（中間

評価） 

非常に高く

評価できる

高く評価 

できる 

非常に高く

評価できる

高く評価 

できる 

非常に高く

評価できる 

非常に高く

評価できる 

8 
化学療法研究

部 

トランスレーショナルリサーチによる新治療体系の確

立に関する基盤研究（中間評価） 

高く評価 

できる 

非常に高く

評価できる

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

9 〃 
がんの転移と腫瘍内微小環境に関する分子細胞生物学

的研究及びその臨床応用（中間評価） 

非常に高く

評価できる

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

非常に高く

評価できる 

高く評価 

できる 

10  
低酸素とがんの転移に関する分子細胞生物学的研究及

びその臨床応用（中間評価） 

非常に高く

評価できる

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

非常に高く

評価できる 

高く評価 

できる 

11  
低酸素応答遺伝子 NEDL1 の細胞分化及び個体発生にお

ける役割の解析（中間評価） 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

12 疫学研究部 がん発生の地理疫学的研究（中間評価） 
高く評価 

できる 

非常に高く

評価できる
評価できる

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

高く評価 

できる 

○ 評価判定については、「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」の６択で判定しています。 

○ 「研究資源の妥当性」については、県からの予算が十分であるか否かではなく、各研究課題が外部からの競争的資金を含めた全体額について判断しました。 



平成１８年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

部会構成員名 江角 浩安、中地 敬、野田 哲生、宮園 浩平 

研究課題名 千葉県民を対象とした分子疫学コホート調査による疾病罹患リスク評価と個人向け予防法の確立 

研究期間 平成 17 年度～平成 37 年度 

研究概要 

千葉県の高齢化伸び率は、全国第一位で、2030 年には県人口の 30％超が 65 歳以上に達し、今後 20 年間

に生活習慣病の急速な増加が見込まれる。本研究は、千葉県において遺伝的体質と生活習慣の相関による生

活習慣病の発症を個人個人に向けた適切な指導を行うことにより予防するものである。最終的に 30 万人以

上の対象者を 30 年以上にわたり追跡し、効果として生活習慣病の罹患を 20％以上削減することを目標とす

る。調査研究の運営については、予防医学を業務とする健康疫学部門、情報提供のためのリソースセンター

及び県健康福祉センター（保健所）との密な関係を有する千葉県衛生研究所と共同で準備を進めている。平

成 17 年は、文部科学省科研費 特定領域研究・領域４がんの診断と疫学・化学予防「分子疫学コホート研究

班」に参加し、平成 18 年度後半より印西市において開始される多施設共同コホート研究＊1 (J-MICC Study)

のための準備を進めた。平成 18年度予定では、印西市住民で 3千人を目標に調査を立ち上げる。J-MICC Study

においては、原則的に研究結果を個別に還元し、指導介入を行うことがないことから、平成 19 年以降は、

千葉県独自に調査地域を設定し、千葉県健康福祉部、検診機関、検査機関、市町村保健担当部門と密接な連

携をもって研究を進めていく予定である。本調査では、指導効果の判定と本人への還元が重要であることか

ら、より短期的な間隔で、市町村の検診データ等も活用しながら対象者へのアプローチを行う。 

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 

コホート研究は、予防医学における最も重要な方法であり、地域に密着

したコホート研究は、研究というだけでなく地元住民の疾患予防にも大

きな貢献をすると考えられる。 

研究目的の中に、「研究成果を県民に還元する」ということが含まれて

いるが、それが可能となるならば、大変に重要な研究計画である。 

 

 

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 

観察型コホート研究ではなくコホート参加者への還元を考え、千葉県に

特徴的な健康問題をテーマに含めた研究を行うべきである。 

このような研究成果の還元が無ければ、県レベルで行う必要性は低い。

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 

どの地域あるいは対象をどう設定することが重要であり、千葉県として

の独自性と科学としての普遍性を兼ね備える必要がある。 

具体的な研究計画は、今後つめていくとして、コホート対象者の設定研

究協力体制の企画は、評価できる。 

この項目の評価のためには、疫学の専門家の参画が必要である。 

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 

県は、事業として安定した体制を作るのが望ましい。 

リンパ球の保存も考慮する必要がある。 

現段階では、研究費の推定ができない。 

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 

研究成果の還元が可能という前提において、高く評価できる。 

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 

本研究の推進に当っては、どこまで「地域の特異性」を意識した研究目

的の設定が可能であるかが問題となる。疫学の外部の専門家の参画が重

要である。 

重要な研究であり、学術的成果と予防事業としての成果も充分期待でき

るが、研究計画、立案及び実施に関して、第三者を入れた上級委員会等

の設置が望ましい。 

コホート参加者への情報還元（特にゲノム情報）については、さらに議

論が必要と考える。 

4 
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平成１８年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

部会構成員名 江角 浩安、中地 敬、野田 哲生、宮園 浩平 

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年度～平成１９年度 

研究概要 

がんは、遺伝子の異常により起こることが明らかになり、細胞ががん化すると正常組織とは異なる遺伝子

を発現するようになる。また、同じがんでも、治りやすいがんと治りにくいがんとがある。当センター生化

学研究部では、これまでに、がん部と非がん部とで異なって発現している新規遺伝子や、同じがんの中でも

予後＊2の異なる腫瘍
し ゅ よ う

群間で発現の異なる新規遺伝子を多数同定＊3し、その中の複数の遺伝子について機能

解析を進めてきた。すでに、当センター生化学研究部が抽出した新規遺伝子の中から、がんのみならずヒト

疾患の原因に関連する独自の新規遺伝子を複数同定しており、将来のテーラーメイド医療＊4 を目指した新

しい診断法・創薬へ向けた研究開発を進めている。過去１年間では、神経芽腫＊5より新規に同定した NEDL1, 
NEDL2, BMCC1 に関して機能解析のほか、NLRR1, Unc5H4, Shf 遺伝子の機能解析が進み、それらががんや

神経変性疾患の重要な遺伝子であることが明らかになってきた。今後は、動物モデルを含めた実験系でさら

に解析し、診断・創薬へつながる研究へと展開する。一方、まだ解析に入っていない重要と思われる大量の

遺伝子については、企業との共同研究を拡大し、千葉県を中心としたゲノム創薬プロジェクトへの展開を計

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 

千葉県がんセンターが始めた研究であり、極めて重要である。 

小児神経芽細胞腫の病態解析から、その分子機構の解明につながる遺伝

子を単離＊6、同定し、これらの機能解析を行うものであり、大変に重要

な研究課題である。 

 

 

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 

千葉県による人類への貢献としてやる必要がある。 

本領域は、千葉県がんセンターが世界をリードしている研究領域であ

り、世界の研究者からの期待も大きい。 

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 

もっと研究者を参画させるべき研究課題だと思われる。 

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 

非常に高く評価できるが、治療に結びつけるには、一工夫が必要である。

小児の難病である神経芽細胞腫の新たな治療法の開発につながる可能

性が高い。 

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 

すでに優れた研究成果をあげており、今後も成果が期待できる。 

将来のゲノム創薬につながる重要な研究課題である。 

研究成果をゲノム創薬に結びつけるには、技術移転の専門部局を設立す

るなど、県が積極的に支援する必要がある。 

この優れた研究成果を活用することは、県行政の責務であり、県の利益

となる。 
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平成１８年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

部会構成員名 江角 浩安、中地 敬、野田 哲生、宮園 浩平 

研究課題名 細胞性免疫応答と遺伝子治療の基盤研究と臨床応用 

研究期間 平成１０年度～平成２０年度 

研究概要 

難治性腫瘍
しゅよう

に対する新たな治療法の展開を図る目的で、細胞傷害活性を有するウイルスを用い

た腫瘍局所の退縮効果と、生体防御反応の強化に基づく全身的な治療法について検討を重ねてい

る。局所の治療効果を得るために、腫瘍融解性アデノウイルスを作製したが、そのファイバー領

域＊7を、タイプの異なるウイルスのものと置換して感染効率を上昇させ、より広範囲な腫瘍に対

する治療効果を確認した。局所の腫瘍破壊による antigen spreading＊8を効果的にとらえる目的

で、樹状細胞＊9上の抗原提示に関わる分子の機能を解析し、また活性化樹状細胞より分泌される

サイトカイン＊10 の有する抗腫瘍効果を明らかにした。さらに、当センター臨床部門と共同で、

難治性消化器がんに対して末梢血由来の樹状細胞等を用いた免疫治療の臨床試験研究を予定し

ている。なお、本研究は、千葉大学大学院の 21 世紀 COE 研究（消化器扁平上皮がんの最先端多

戦略治療拠点）の一部であり、当該研究のコアメンバーとして参画している。 
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 

高く評価できるが、どのように臨床導入するかの道筋をしっかり意識す

る必要がある。 

免疫療法及び遺伝子治療は、がんの治療に新たな道を拓く可能性があ

り、その基盤的研究課題である本課題も重要である。 

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 

21 世紀 COE 研究の一部として重要である。 

 
 

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 

各テーマの計画は、妥当である。 

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 

新たな免疫療法の確立につながる可能性を秘めているが、実現には多く

のハードルが存在する。 

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 

臨床的評価の方法を充分に考え行う必要があるが、千葉県がんセンター

としての独自性を出せるチャンスでもある。 

大きな可能性を持つ研究であるが、臨床試験の段階でいくつかの問題が

想定される。 

臨床試験のセットアップや展開について、より具体的で論理的な方針を

示す必要があると考える。 

本課題には、免疫・遺伝子療法の基盤的研究に関する多くの研究テーマ

が含まれており、若干、焦点が絞られていない感がある。 
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平成１８年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

部会構成員名 江角 浩安、中地 敬、野田 哲生、宮園 浩平 

研究課題名 細胞増殖・細胞死制御の分子機構解析とその幹細胞研究への展開による臨床応用 

研究期間 平成１６年度～平成２２年度 

研究概要 

これまで p16INK4a＊11 と ARF＊12 の不活化を介した細胞増殖・細胞死調節機構の正常からの逸脱が細胞の

がん化に関わる知見を得てきた（Kamijo T et al, Cell; Nakazawa Y et al, J Biol Chem; Uchida C et al, 

EMBO J）。さらに、p16INK4a と ARF の転写調節機構にポリコーム遺伝子群＊13が関与しており(Iwama A et al, 

Immunity)、特に細胞老化におけるポリコームと E2F＊14による ARF の転写調節の意義を明らかにしつつある

（Miki J et al, Oncogene, revise）、また ARF 下流の p53＊15の神経芽腫細胞における不活化機構の解明に

も取り組み、p53 の核内移行障害(Nakamura Y et al, submitted)、p53 の下流分子の活性化障害（Kurata K 

et al, submitted）を見出した。今後は、がん細胞の増殖・不死化・薬剤耐性化に重要ながん幹細胞の研究

に取り組みたい。具体的には、がん幹細胞を side population 法にて同定し、がん幹細胞における発現遺伝

子の網羅的な同定(cDNA chip, array CGH)を当センター研究局ゲノムセンターと共同で行う。特に、細胞増

殖・細胞死制御に関連した発現遺伝子の機能解析を行い、がん幹細胞＊16における増殖・細胞死制御機構を

明らかにしたい。この増殖・細胞死制御機構の解析の 1つとして、手術検体及びがん幹細胞における INK4/ARF

転写調節機構の解析を ChIP 法＊17又はカスタムオリゴ DNA chip＊18による ChIP on chip 法＊19によって行

う。 

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 

がん幹細胞の同定と解析は、重要な研究であり、臨床にも直結する。

小児がんにおける幹細胞の同定・解析、さらには、その細胞死・老化の

分子機構の解析は、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 

本研究は、小児がんの克服のみならず、神経変性等、他の疾患の予防・

治療の手法開発にとっても重要であり、千葉県が取り組む必要性は、高

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 

評価できるが、独自性を忘れてはならない。 

研究担当者がこれまでに明らかにしてきた知見に基づいた研究計画で、

実現性も高い。 

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 

 

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 

肺がんの幹細胞の研究にも、神経芽腫のようなアドバンテージを持てる

かどうか、十分に戦略を練ることが望まれる。 

p63＊20、Nxph2＊21の発現とΔNp63＊22の p63 に対する負の制御は、非常

に興味深い。 

神経細胞の生と死、さらに老化のメカニズムを明らかにすることは、重

要であり、本研究により TrkA＊23、BMCC1＊24、EF1A＊25 という分子カス

ケード＊26の役割が明らかになることを期待する。 
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平成１８年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

部会構成員名 江角 浩安、中地 敬、野田 哲生、宮園 浩平 

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及びその臨床応用 

研究期間 平成１０年度～平成２０年度 

研究概要 

制癌剤に対するがん細胞の抵抗性の有無を規定する重要な蛋白質は、がん細胞死を促進する p53 ファミリ

ー＊27（p53, p73, p63）である。特に、p53 とは異なりがん組織における変異が検出されない p73, p63 の

制癌剤に応答した活性化の仕組みを明らかにすることを目的とした本研究は、制癌剤耐性獲得の新たな仕組

みの解明にとどまらず、制癌剤耐性克服のための新たな方法の確立に貢献するものと期待される。当センタ

ー生化学研究部は、細胞生存因子である NF-κB がユビキチン化の誘導＊28 を介して p73 の分解を促進する

ことによって、p73 の機能を阻害する活性を持つことを世界に先駆けて明らかにした。NF-κB による p73

の分解誘導は、両者の直接結合を必要とはせず、NF-κB の転写活性化能に依存することから、NF-κB の標

的遺伝子群の中に p73 のユビキチン化を触媒する未同定の E3 ユビキチンリガーゼ＊29 をコードする遺伝子

が存在するものと考えられる。一方、当センター生化学研究部で同定された NFBD1＊30 が制癌剤に対する初

期応答過程において、p53 依存性の細胞死を阻害する機能を持つことを見出した。従って、NFBD1 と p53 の

相互作用の有無が、制癌剤に応答したがん細胞の運命決定を制御する重要な分子機構の一つであることが強

く示唆されるとともに、両者の結合を競合阻害する特異的な水溶性のペプチド＊31を開発することによって、

がん細胞の制癌剤感受性を向上させる可能性が期待される。 

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 

制癌剤に対する応答性と p53 ファミリーの関連は、がんのコントロール

において大変重要な研究領域である。 

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 

p53 ファミリーの機能とそのがんにおける動態を知ることは、がんの診

断から治療まで、広くがん患者の臨床現場に重要な知見としてフィード

バックされると思われ、千葉県がんセンターが進めるべき課題である。

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 

NFBD1 の機能分析を通じての p53 依存性細胞死の分子材構の解明や

NF-κB による p73 分解促進機構の解明は、実現性も高くかつ制癌剤開発

の現場に新たな知見を与えるものであり、集中して取り組む必要があ

る。 

NFBD1 が p53のリン酸化阻害と２本鎖切断部位の認識の２つの役割を持

つなら、p53 との結合部位だけでなく MRN complex＊32、γH2AX＊33との

結合部位についても研究を行う必要があるのではないか。 

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 

 

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 

現在解析の対象となっている分子経路は、いずれも制癌剤に対する応答

性が深く関わっている可能性が高く、新たな制癌剤開発の道を拓く可能

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 

重要な研究であり、よい結果が出ているが、やや先を急ぎすぎている。

これ以上広がらないように少しフォーカスを絞ったほうが良い。 

今後の研究テーマの優先順位と制癌剤耐性獲得のメカニズム解明とい

う全体像の中での位置関係を明確にする必要性を感じた。 

p53 ファミリーの機能解析において、新たな分子の関与を同定し、その

解析を通じて世界をリードしている研究課題である。ただし、p53 ネガ

ティブながん細胞の導体を p63／73 を用いて制御することを可能とす

るには、より深い解析が必要と思われる。 
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平成１８年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

部会構成員名 江角 浩安、中地 敬、野田 哲生、宮園 浩平 

研究課題名 がんのゲノム異常及び遺伝子発現の網羅的解析とその臨床応用 

研究期間 平成 10 年度～平成 19 年度 

研究概要 

本課題では、がんのゲノム＊34異常及び遺伝子発現を網羅的に解析し、発がんやがんの進展に関与する重

要な遺伝子の同定と、ゲノム異常や遺伝子発現パターンに基づくがんの予後予測システムの構築を目的とす

る。これまでに、神経芽腫について予後と相関する２００遺伝子を搭載した予後診断用ミニチップ（約 90%

の高予測率）の実用化に成功し、今年度は、臨床検査会社に技術移管の上、全国の臨床施設からの新規症例

について解析データの蓄積を進めた。また、アレイ CGH 法＊35により判明したゲノム異常パターンを分類し、

新たなグループ分けとして診断システムに加えることで、より高精度かつ堅固なリスク分類ができることを

見いだした。肝芽腫に関しても同様の手法を進め、ゲノムと遺伝子発現の組み合わせにより予後を判別でき

ることを見いだした。今後は、これらの成果をもとに、神経芽腫の予後診断チップのバージョンアップ、肝

芽腫の予後判別に重要な遺伝子の絞り込みと実用化を進める計画である。また、独自のチップを用いて肝が

ん、肺がん、脳腫瘍などの成人がんの遺伝子発現解析も既に開始している。本研究は、成果の迅速な実用化

を第一の目的として、複数企業・研究施設との共同開発を引き続き進める計画である。 

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 

本研究課題の成果は、ヒトがん遺伝子発現プロファイリング＊36が予後

予測に応用可能であることを世界に先駆けて示した。 

他の多くのがんに対して、この手法を応用しようとするものであり、非

常に重要である。 

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 

小児の神経芽細胞腫の分子遺伝的解析とその臨床応用に関しては、千葉

県がんセンターが世界をリードしてきており、世界レベルでの期待と責

任を負っている。 

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 

品質の優れた検体を用いて得られた成果を基に、国内の多くの施設が参

加する形での臨床研究を設定し、実際の臨床応用を試みる手法は、堅実

かつ有効な手法である。 

本研究計画は、神経芽細胞腫を始め、各種ヒトがんの予後予測に新たな

道を拓くものである。 

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 

大規模な小児がん組織バンクを利用した世界に誇れる研究であり、千葉

県のバイオ産業の今後の振興にも大きく貢献すると考えられる。このよ

うな研究には、県も重点的な支援（研究費も含め）を行う必要がある。

本研究課題は、基礎生命科学の成果をヒトがんの臨床にトランスレート

＊37するものであり、本研究は、小児がんを対象とする成果により世界

をリードしている。 
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平成１８年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

部会構成員名 江角 浩安、中地 敬、野田 哲生、宮園 浩平 

研究課題名 がんのゲノム・発現解析から同定したがん関連遺伝子 LMO3 の細胞増殖促進機構の解明と創薬への展開 

研究期間 平成 15 年度～平成 19 年度 

研究概要 

 神経芽腫は、個体発生の過程における異常により生じる小児がんである。当センター生化学研究部は、こ

れまでに、神経発生の過程で重要な役割を果たすと思われる新規ヒト遺伝子 LMO3 を神経芽腫 cDNA プロジ

ェクト＊38からクローニング＊39し、これが神経芽腫の発がん遺伝子であることを明らかにしてきた。また、

長く機能不明であった HEN2 転写因子＊40が LMO3 と複合体を形成し、神経発生の転写制御に関わっている

ことを示した。この継続研究として、過去１年間に、LMO3/HEN2 の直接的な転写ターゲットのひとつが、

MASH1＊41であることを見出し、MASH1 発現を抑制的に制御する HES1＊42 と競合的に働き、神経分化の調節

に重要な役割を果たしていることを見出した。ちなみに、HES1 は、MYCN 遺伝子＊43が増幅した予後不良神

経芽腫において、集学的治療が有効かどうかを見分ける遺伝子群の一つであることも見出しており、これら

の転写カスケード＊44は、難治性神経芽腫の新しい治療法開発に貢献する重要なシグナル経路となる可能性

が高い。 

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 

LMO3 と HEN2 の機能、それも神経芽腫細胞の増殖や生存における機能を

知ることは、重要である。だだし、これらの分子の治療の分子標的とし

ての可否に直接アプローチすることも必要と思われる。 

 

 

 

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 

神経芽細胞腫の分子生物的解析で世界をリードしている千葉県がんセ

ンターにふさわしい研究テーマである。 

知的所有権の確保に留意しながら推進していただきたい。 

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 

MASH1 の恒常的な発見が neural crest＊45の分化を阻害し、増殖を促し、

神経芽腫が発生するという仮説は、本研究の根幹であるが、この点に関

する研究戦略も具体的に示して欲しい。 

これらの分子や、それが関わる経路を明らかにするだけでなく、さらに

それが治療のターゲットとして適当か否かについても明らかにして欲

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 

 

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 

これらの分子を標的とする化合物が同定され、もし、それらが神経堤由

来神経性腫瘍＊46に高い特異性を有するとすれば、画期的な創薬につな

がる可能性がある。 

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 

オリジナルティーの高い研究なので是非発展させてほしい。 

MASH1 の転写制御を中心として研究が大きく進展しており、神経細胞へ

の臨床的にも大きな可能性を持つ研究である。 

ヒト神経芽腫の発現解析から同定した２つの遺伝子 LMO3 と HEN2 が、実

際に神経芽腫細胞の増殖に機能していることを示した点は、高く評価で

きる。ただし、これらの遺伝子の他の神経系腫瘍における機能は、全く

判ってはいない。 
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平成１８年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

部会構成員名 江角 浩安、中地 敬、野田 哲生、宮園 浩平 

研究課題名 トランスレーショナルリサーチによる新治療体系の確立に関する基盤研究 

研究期間 平成 16 年度～平成 20 年度 

研究概要 

千葉県がんセンター研究局では、平成 16 年度にトランスレーショナルリサーチ(TR)による高度先進医療

の開発を目的とした TR グループを研究部門横断的に組織し、がんの治療成績向上のための研究を開始した。

個別化治療法の確立をキーワードとして、抗がん剤感受性試験による個別化化学療法、HER-2＊47 増幅の有

無による乳がん患者に対するハーセプチン＊48の適応決定、EGFR 遺伝子＊49変異検査による非小細胞肺がん

患者に対するイレッサ＊50の適応決定を医療側の要望により実施した。個別化化学療法では、脳腫瘍におい

て成果が実証され発表した。乳がんにおいては、HER-2 タンパクの過剰発現と HER-2 遺伝子増幅に乖離が認

められるケースがあり、どちらが治療効果と相関するか、症例を蓄積して検討している。イレッサは、非小

細胞肺がん治療プロトコールの third line＊51にあり、また、検査材料が得られるケースに限定されるため、

検査実績は、現在までに５例と乏しい。血液検体を用いた EGFR の突然変異解析を行い、切除不能症例にも

適応拡大しうるか検討し、プロトコール改良の可能性を探る。また、悪性リンパ腫やその他の腫瘍
しゅよう

に対する

微少残存腫瘍に対する対応及び骨軟部腫瘍に代表される病理診断精度の向上への対応などを今後併せて進

めていく予定である。 

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 

本研究課題は、千葉県がんセンターの臨床部門と研究部門の間をつなぐ

形の研究であると同時に、その成果は、千葉県におけるがん患者の分子

疫学的データとしても大変に貴重である。 

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 

将来的には、県内の「がんネットワーク」で、他の県立病院もサポート

できるようになると他の県立病院も活性化される。 

千葉県がんセンターは、優れた研究部門とがん治療施設を有しており、

本課題のような研究を推進するにふさわしい施設である。 

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 

治療に直結するだけに、測定には、迅速性と正確性が要求される。 

治療部門が得意とするがんを対象として、研究部門が有するノウハウを

応用してがんの臨床病理学的解析を行ない、その結果を治療法選択に応

用しようというもので、大変に妥当である。 

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 

病院を含めて活性化するという効果がある。 

本研究の成果は、がん患者の治療法選択に関し、新たな情報を提供する

ものであり重要である。加えて、こうした領域及び指向性の研究は、研

究部門と治療部門の距離を小さくするという効果がある。 

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 

この種の研究は、すぐに新しいものができるとは限らないが、病院を活

性化するという重要な意味がある。 

肺がん EGFR 変異で例示されるように、地味ではあるが自施設の患者を

対象として臨床的に意義あるデータを蓄積することは、重要である。

病院の要請も大切であるが、世界の研究動向を踏まえて研究者側からの

テーマ設定も今後は、必要と考える。 

本研究課題は、実際のがん治療において治療部門が求めている情報を研

究部門が先進的技術を用いて提供している。 
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平成１８年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

部会構成員名 江角 浩安、中地 敬、野田 哲生、宮園 浩平 

研究課題名 がんの転移と腫瘍内微小環境に関する分子細胞生物学的研究及びその臨床応用 

研究期間 平成１５年度～平成２２年度 

研究概要 

がんの転移に関わる新規分子の機能解析及び腫瘍
しゅよう

内微小環境、特に低酸素状態が、がん細胞の増殖、分化、

生存及び浸潤転移にどのような影響を及ぼすのかを分子レベルで解明することを目的としている。この１年

間は、以前に見出した複数の新規低酸素応答遺伝子の一部についての機能解析及び高転移性肺がん細胞の性

状解析を行い、以下の結果を得た。①種々のがん細胞において細胞接着班蛋白質＊52 をコードする PDLIM2
遺伝子の発現が低酸素下で亢進され、この発現を抑制すると細胞運動、浸潤能が著しく抑制される。②転移

抑制遺伝子 nm23-H1 の発現が低酸素下で抑制され、この抑制には、HIF-1＊53及び HDAC＊54が関与している。

③HECT型ユビキチンリガーゼ＊55をコードするNEDL1遺伝子がHIF-1応答遺伝子であり、NEDL1蛋白質がWnt

シグナル伝達系＊56 の鍵分子である Dishevelled-1(Dvl-1)＊57 の分解を促進することで、Dvl-1 によるβ

-catenin-Tcf 経路＊58の活性化及び神経芽細胞腫の分化の促進を抑制する。④ミトコンドリア ND6 遺伝子中

のミッセンス変異＊59 が転移能の促進に働いている。今後、がん細胞の低酸素応答機序＊60 の全体像の把握

のみならず、低酸素下がん細胞の撲滅のための方法論の確立、転移の促進に係る機序の解明を推進し、臨床

に役立つ研究を目指したい。 

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 

がん細胞と、その微小環境との相互作用が注目される流れのなかで、極

めて重要な研究である。 

がん組織の低酸素環境が、がん細胞に及ぼす影響の分子機構を明らかに

することは、ヒトがんの進展の分子機構の理解、そして転移・浸潤の抑

制につながるものであり、非常に重要である。 

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 

千葉県民（日本国民）の半数近くが、がんで死亡する時代が訪れようと

している。このようにがん患者に死をもたらすのは、がん細胞の転移で

あり、この抑制は、がん征圧の鍵を握っている。 

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 

 

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 

同定された各種分子の機能と、それが関与する経路を明らかにすること

は、転移・浸潤制御の分子標的の同定に直接結び付く可能性がある。

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 

柔軟に進められると良い。 

着実に研究が進展しており、興味深い成果もあがっている。 

今後の臨床応用への戦略など長期的展望も示して欲しい。 

低酸素環境が及ぼす変化の基盤となる分子機構を明らかにしつつあり、

高く評価できる。 
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平成１８年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

部会構成員名 江角 浩安、中地 敬、野田 哲生、宮園 浩平 

研究課題名 低酸素とがんの転移に関する分子細胞生物学的研究及びその臨床応用 

研究期間 平成１５年度～平成２２年度 

研究概要 

低酸素下に置かれたがん細胞では、低酸素応答性の転写因子(HIF-1)＊53 が活性化され、腫瘍
し ゅ よ う

増殖に有利

な様々な低酸素応答遺伝子が活性化される。当センター化学療法研究部は、HIF-1 のサブユニットである

HIF-1α＊61 の発現が低酸素下の高転移性肺がん細胞株で高く、その原因のひとつがミトコンドリア由来活

性酸素種(ROS) の過剰発現であることを見出した。そこで、筑波大学との共同研究で高転移性細胞のミトコ

ンドリア DNA (mtDNA）の塩基配列を調べたところ、ND6 遺伝子＊62中にミッセンス変異＊59があることを見

出した。このミッセンス変異の生物学的意味を検討するために、mtDNA を入れ替えた細胞(サイブリッド)を

作製したところ、高転移性細胞の mtDNA を導入した低転移性細胞で ROS の産生及び HIF-1α の発現が高く

なり、さらに転移能も亢進されることを見出した。一方、ヒト乳癌細胞株における転移抑制遺伝子 nm23-H1
の発現が低酸素下で低下することを見出した。また、低酸素による nm23-H1 遺伝子の発現低下には、HIF-1

及びヒストン脱アセチル化酵素＊63 が関与している可能性を見出した。さらに、nm23-H1 の低下が低酸素に

よる浸潤の亢進に関与する可能性が示唆された。 

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 

低酸素とがん細胞の転移能との関連は、現在、世界的に注目されている

領域である。本研究は、ミトコンドリア由来の ROS の関与や HIF-1 の遺

伝子の新たな標的（抑制性の）nm23-H1 の同定を通じて、この関連を明

らかにしつつあり、非常に重要な研究である。 

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 

今後のがんの制圧にとっては、転移の制御が大変に重要となる。 

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 

細胞生物学的及び生化学的手法を駆使して解析を進めており、妥当な研

究計画である。 

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 

将来のヒトがんの転移制御につながる研究成果が得られつつある。 

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 

この研究の中から、新しいものが出来ると良い。 

着実に研究が進展しており、興味深い成果もあがっている。 

今後の臨床応用への戦略など長期的展望も示して欲しい。 

がんの転移能と低酸素環境に関して、大変に独創性かつ優位性に富む研

究を展開している。 

今後は、実際のヒトがんにおける検証や動物モデルを用いた解析が必要

となるであろう。 
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平成１８年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

部会構成員名 江角 浩安、中地 敬、野田 哲生、宮園 浩平 

研究課題名 低酸素応答遺伝子 NEDL1 の細胞分化及び個体発生における役割の解析 

研究期間 平成１５年度～平成２２年度 

研究概要 

固形がん組織内では、その増殖進展により低酸素状態が出現する。低酸素下におかれた細胞では、低酸素

応答性の転写因子(HIF-1)＊53 が活性化され、その働きにより、腫瘍
し ゅ よ う

増殖に有利な様々な低酸素応答遺伝子

が活性化される。昨年度、当センター化学療法研究部は、低酸素下の神経芽腫細胞で発現の上昇する 7種の

新規遺伝子を見出した。そこで、そのうちの１つである NEDL1 遺伝子についてさらに検討した。まず、NEDL1
遺伝子が HIF-1 の標的遺伝子であるかどうかを検討するために、NEDL-1 遺伝子中の HIF-1 結合部位を検索

した。その結果、HIF-1 結合部位が転写開始点近傍のプロモーター領域＊64中に存在することを見出し、NEDL1
遺伝子が HIF-1 の標的遺伝子であることが明らかになった。また、神経芽腫細胞の分化を促進する分子であ

る Dishevelled-1 (Dvl-1)に NEDL1 蛋白質が結合し、Dvl-1 の分解を促進することで、Dvl-1 による神経芽

腫細胞の分化を抑制することが明らかになった。さらに、Dvl-1によるβ- catenin-Tcf経路の活性化をNEDL1

が抑制することも確認された。 

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 

低酸素環境と移転能亢進を結び付ける可能性のある分子 NEDL1 の機能

解析であり、重要な研究課題である。 

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 

転移能亢進の分子機構を知ることは、がんの征圧につながる。ただし、

FALS 発症機構＊65の解析は、少し異なるテーマであろう。 

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 

NEDL1 の Wnt シグナル（カノニカル）＊66への関与までは、重要な成果

である。ただし、今後の「個体発生における機能」等に関しては、がん

転移との関連付けは、難しいのではないか。 

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 

 

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 

NEDL1 が重要な機能を有することは、疑いがない。また、その解明は、

重要なテーマである。ただし、この方向性だけでは、「がん転移」のコ

ントロールの糸口とはならない。 

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 

がんに限らず広がりを持つようにすると良い成果が望まれる。 

着実に研究が進展しており、興味深い成果もあがっている。 

今後の臨床応用への戦略など長期的展望も示して欲しい。 

個体発生における NEDL1 の機能を明らかにすることで、いかにがん細胞

の転移能の分子其質を知ることが出来るのか、その点を明確にする必要

がある。 
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平成１８年度がんセンター（研究局）課題評価票（中間評価） 

部会構成員名 江角 浩安、中地 敬、野田 哲生、宮園 浩平 

研究課題名 がん発生の地理疫学的研究 

研究期間 平成 13 年度～平成 19 年度 

研究概要 

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
り

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。これまでに肺がんが道路 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、胃・大腸・子宮・肝・乳房の各部位で同

様の検討をした結果、肺がんと胃がん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 年へと延長して男女の肺がんとも 2.0 倍の有意のリスクを有することの結果を得た。平成 16 年度は、

環境測定点の住所とデータから汚染濃度の等高線図を生成し、階級値ごとのリスク計算を可能とした結果、

排気ガスに起因する浮遊粒子状物質の高濃度地域に 1.40 倍程度の肺がん罹患リスクの増加を認めた。平成

17 年度は、厚生労働科学特別研究である「中皮腫と職業性石綿ばく露に関する研究」班に参加したことか

ら、千葉県内の労災認定事業所周辺における中皮腫以外のがん（肺、結腸、膀胱）について同様の手法で環

境リスクの集積について検討し、1～3ｋｍ圏内に平成 14 年時点で上記部位のがんのリスク増大を認めない

ことを確認した。 

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 

千葉県がん発録のデータを活用することで、県民の「がんリスク評価」

を行おうとする試みであり、重要性は、理解できる。 

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 

本研究の成果は、千葉県民の「がんのリスク」評価に直接つながるもの

であり、県が行う必要がある。 

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 

サンプル数の不足、付随する情報の少なさ等の問題点のため、有効なる

リスク評価は、困難なように思われる。 

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 

もっと研究資源あるいは県としては、事業としての疫学に投資すべきで

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 

本研究課題の目指しているものは、県民の健康増進に大きな波及効果を

有する。ただし、上記のような問題点のため、成果を出すことは、困難

なように思われる。 

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 

大気汚染、石綿ばく露の健康影響は、千葉県にとって重要な問題であり、

地域の特性を踏まえた本研究は、重要である。 

今後は、分析疫学的研究が必要であり、衛生研究所との共同研究など具

体的な戦略を示して欲しい。 

能力的には、充分な疫学研究者による研究課題であるが、現在の情報量

と手法の限界のため、その発展性には、問題が見られる。 

最初の課題との関連も含めて、再考が望まれる。 
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【注 釈】 

（Ｐ４） 

 ＊１【コホート研究】コホート研究とは、病気の原因と思われる要因を持っている集団と持っていな

い集団に分けて長期間追いかけ、病気の発生状況を比べることにより、原因を明らかにしていく

研究方法。 

 

（Ｐ５） 

＊２【予後】治療を受けた患者さんが、治ったか、治らなかったかということ。 

 

＊３【同定】性質を明らかにすること。 

 

 ＊４【テーラーメイド医療】洋服などをテーラーメイドで作るように、個人個人の体質にあった医療

を行うこと。 

 

＊５【神経芽腫】小児がんの一種で、正常な神経細胞になるはずの芽である「神経芽細胞」が成長の

途中で異常に増え始める病気。お腹の中の腎臓の上にある副腎や、お腹や胸の中にある神経細胞

の塊である交感神経節などにできる。 

 

＊６【単離】すべての遺伝子の中から、ある特定の遺伝子を分離すること。 

 

（Ｐ６） 

＊７【ファイバー領域】アデノウイルスの外殻タンパク質の一種で、この領域上の分子と標的細胞の

受容体分子が相互に結合することによって、アデノウイルスの感染が生じる。 

 

＊８【antigen spreading】腫瘍が破壊されると、それに伴って腫瘍抗原（antigen）が放出される。

免疫系がこの抗原を適切に捕捉すると、その抗原に対して免疫応答がひきおこされ、その結果、

腫瘍が活性化した免疫系によってさらに破壊される。このサイクルの繰り返しによって、免疫系

が認識する腫瘍抗原の範囲が拡大（spread）し、つぎつぎと腫瘍は、破壊されていくこと。 

 

＊９【樹状細胞】免疫担当細胞の一種で、抗原提示機能を有するもの。細胞の形態が、樹枝状（dendrite）

であることから、この名前が付けられた。 

 

＊10【サイトカイン】免疫担当細胞から分泌され、様々な機能を有する微量タンパク質の総称。 
 

（Ｐ７） 
＊11【p16INK4a】細胞の増殖を抑制するがん抑制遺伝子の一つ。 
 
＊12【ARF】細胞の増殖を抑制し、細胞死を誘導するがん抑制遺伝子の一つ。 

 

＊13【ポリコーム遺伝子群】染色体に恒常的に付着して、遺伝子の発現を調節するタンパク質の総称。 
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＊14【E2F】遺伝子の発現を調節するタンパク質。 

 
＊15【p53】最も重要ながん抑制遺伝子（正常細胞ががん細胞になるのを防ぐ遺伝子）の一つ。 

 
＊16【がん幹細胞】がん細胞が増殖・分化する基となる細胞のこと。 

 

＊17【ChIP 法】染色体の特定の部位に結合するタンパク質を判定する方法。 

 
＊18【カスタムオリゴ DNA chip】短い配列の合成 DNA を作成して、これを用いて DNA 発現を網羅的に

確認する方法。 

 

＊19【ChIP on chip 法】ChIP 法を網羅的に DNA chip で行う方法。 

 

＊20【p63】最も重要ながん抑制遺伝子（正常細胞ががん細胞になるのを防ぐ遺伝子）の一つ。 
 
＊21【Nxph2】神経系に発現し、神経芽腫の幹細胞に発現すると考えられるタンパク質。 
 

＊22【ΔNp63】がん抑制遺伝子 p63*20の機能を抑制するタンパク質。 
 
＊23【TrkA】神経細胞の細胞死を調節する遺伝子。 
 
＊24【BMCC1】千葉県がんセンター研究局で見つけ、命名した新規遺伝子の名前。 

 

＊25【EF1A】タンパク質の合成を調節する遺伝子。 

 

＊26【分子カスケード】分子が次の分子へ作用して次々にシグナルを伝達する機構。 

 
（Ｐ８） 

＊27【p53 ファミリー】p53*15と構造が類似した p63、p73 をあわせて p53 ファミリータンパク質とさ

れている。 

 
＊28【ユビキチン化の誘導】ユビキチンとは、トリパノゾーマ（寄生虫の一種）からヒトにいたるま

であらゆる細胞に存在するタンパク質である。ユビキチンは、標的となるタンパク質のリシン残

基と化学結合（ユビキチン化）し、当該タンパク質をプロテアソームと称される構造体へ運搬し、

その分解、消化を促進する。主として、この反応は、正常とは異なる構造を持ったタンパク質を

細胞から除去する機能を担う。 
 
＊29【E3 ユビキチンリガーゼ】タンパク質のユビキチン化*28を触媒する酵素をいう。 

 
＊30【NFBD1】特殊なアミノ酸配列を持つ細胞核内因子。Nuclear factor with BRCT domain 1 の略。 
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＊31【ペプチド】２個以上のアミノ酸が、つながったものの総称。 

 
＊32【MRN complex】DNA の損傷部位を修復する機能を担う修復複合体であり、MRE11、RAD50、NBS1

タンパク質がその構成メンバーである。 
 
＊33【γH2AX】gammaH2AX。リン酸化されたヒストン H2AX であり、DNA の損傷の極めて初期過程にお

いて、損傷部位に移動するタンパク質である。 

 

（Ｐ９） 
＊34【ゲノム】染色体（ヒトでは 23 対）に組み込まれた遺伝情報の総体。実体は、細胞の中の DNA

（遺伝子）である。 

 

＊35【アレイ CGH 法】ゲノムアレイ（小さなガラス板上に、染色体上のどの位置にあるかが、あらか

じめ分かっているゲノム（DNA）断片を高密度（数十から数十万個まで）に貼り付け固定したも

の。）を用いて、ゲノム（DNA）に生じた構造異常を解析する方法。 

CGH は、Comparative Genome Hybridization（比較ゲノムハイブリダイゼーション）の略で、

正常なDNAと、がんなどの調べたい組織から調製したDNAとをそれぞれ異なる蛍光色素で標識し、

等量まぜたのちゲノムアレイ上に反応させると、どちらの蛍光色素の強度が強いかで、がんで異

常となっている箇所が、何番染色体のどの場所にあるか一度に多数の染色体領域について、詳細

に調べることができる方法。 

 

＊36【プロファイリング】ゲノム情報や遺伝子情報を解析してデータを蓄積し、それによってがんの

発生・進展に関わる遺伝子を絞り込む方法。 

 

＊37【トランスレート】研究の成果を実際の診断・治療に展開させること。 

 

（Ｐ１０） 

＊38【cDNA プロジェクト】遺伝子を大量に集めたり、大量に解析したりするプロジェクトのこと。 

 

＊39【クローニング】必要な遺伝子を、その部分のみ取り出し、大腸菌などに導入して、そのタンパ

ク質を大腸菌などで作らせること。 

 

＊40【HEN2 転写因子】HEN2 は、Helix-loop-helix protein 2 遺伝子のことを指す。Helix-loop-helix

とは、タンパク質の構造のことをさしている。転写因子とは、DNA にくっついて、特定の遺伝子

の転写を制御する働きを持つタンパク質のこと。HEN2 タンパク質は、神経の発生や分化に働く遺

伝子の転写をコントロールしている。 

 

＊41【MASH1】Mammalian achaete-scute complex-like 1 の遺伝子名の略。HEN2*40と同様に転写因子

であり、神経の発生や分化に働く遺伝子の転写をコントロールしている。主に神経の発生初期に

おいて、細胞の増殖を進める方向に働いていることが知られている。 
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＊42【HES1】hairy and enhancer of split 1 の遺伝子名の略。HEN2*40などのような Helix-loop-helix

構造を持つ転写因子に作用することにより、その転写制御を抑制する働きを持つことが知られて

いる。 

 

＊43【MYCN 遺伝子】神経芽腫で見つかった myc がん原遺伝子（傷つく前のがん遺伝子）のこと。進行

神経芽腫のがん組織の DNA でしばしば増幅している（数十倍から数百倍に増えること）ことが知

られている。MYCN 遺伝子の増幅が見つかった症例は、非常に予後*2が悪い。 

 

＊44【転写カスケード】転写因子の働きをもつ、ある遺伝子が転写されることに端を発し、その下流

でコントロールされる遺伝子が次々に転写されていくこと。滝（カスケード）が、次々とつなが

って流れ落ちているように、（あるいはシャンパンタワーの様に）上位から下位へ遺伝子が発現

し、作られていくこと。 

 

＊45【neural crest】発生初期の神経の元になる神経堤のことで、発生初期の胚の神経管上部にある

外胚葉性細胞群のことを指す。neural crest の分化とは、neural crest が様々な制御を受けて

正常な神経細胞に分化（形態的、機能的に成熟する）すること。 

 

＊46【神経堤由来神経性腫瘍】神経堤（neural crest）*45から生じる神経性の腫瘍のことで、具体的

には、神経芽腫や神経線維腫症などの腫瘍。 

 

（Ｐ１１） 

 ＊47【HER-2】ヒト上皮性増殖因子受容体-2 というがん遺伝子。 

 

 ＊48【ハーセプチン】HER-2*47を標的として作用する抗がん剤。（HER-2 の機能を阻害する抗体トラス

ツズマブの商品名） 

 

 ＊49【EGFR 遺伝子】上皮成長因子受容体というがん遺伝子。 

 

＊50【イレッサ】EGFR*49を標的として作用する抗がん剤。（EGFR に特異的なチロシンキナーゼの阻害

剤ゲフィチニブの商品名） 

 

＊51【非小細胞肺がん治療プロトコールの third line】非小細胞肺がんの治療方式（プロトコール）

において、第３番目に使用される治療法のこと。 

 

（Ｐ１２） 

＊52【細胞接着班蛋白質】細胞外基質と接着する細胞部位に蓄積するタンパク質。 

 

＊53【HIF-1】酸素濃度が低い環境下の細胞中で誘導され、種々の遺伝子の発現を調節する因子。

Hypoxia-inducible factor-1 の略。 

 

 



 20

＊54【HDAC】ヒストン脱アセチル化酵素*63（Histone Deacetylase）のこと。発がん過程で生ずる遺

伝子発現異常の多くに関与する酵素。 

 

＊55【HECT 型ユビキチンリガーゼ】選択的かつ特異的に標的タンパク質を識別して、ユビキチン*28

付加を触媒する酵素の中で HECT 型に分類される酵素。 

 

＊56【Wnt シグナル伝達系】発生過程における細胞の運命決定において重要な役割を担っている Wnt

シグナル経路には、Wnt/β-catenin 経路（カノニカル経路）、Wnt/PCP 経路（ノンカノニカル経

路）、Wnt/カルシウム経路の少なくとも３種類が存在する。 

 

＊57【Dishevelled-1 (Dvl-1)】発生やがん化などで重要な働きをする Wnt シグナル伝達経路中の因

子。 

 

＊58【β-catenin-Tcf 経路】発生やがん化などで重要な Wnt シグナル伝達経路の一部分で、βカテ

ニンの細胞内蓄積、核移行を経て転写因子 TCF が活性化され遺伝子発現が引き起こされる経路。 

 

＊59【ミッセンス変異】遺伝子上のあるアミノ酸に対応するコドン（アミノ酸配列を規定するための

情報をもつ核酸塩基の配列）の塩基配列が、突然変異により変化し、別のアミノ酸に対応したコ

ドンになること。 

 

＊60【機序】しくみ。メカニズム。 

 

（Ｐ１３） 

＊61【HIF-1α】酸素濃度が低い環境下におかれた細胞中で、発現が誘導される転写因子(HIF-1)*53を

構成する成分（αサブユニット）のこと。 

 

＊62【ND6 遺伝子】ミトコンドリア DNA 上に存在する NADH デヒドロゲナーゼ遺伝子であり、呼吸鎖酵

素複合体Ⅰのサブユニットの１つ。 

 

＊63【ヒストン脱アセチル化酵素】発がん過程で生ずる遺伝子発現異常の多くに関与する酵素。ヒス

トン H3 若しくは H4 のリジン残基のアセチル化を除去する。 

 

（Ｐ１４） 

 ＊64【プロモーター領域】遺伝子の発現を調節する領域のこと。 

 

＊65【FALS 発症機構】家族性筋萎縮性側索硬化症（FALS）が発病するメカニズム。 

FALS とは、遺伝的(体質的)に重篤な筋肉の萎縮と筋力低下をきたす神経変性疾患。 

 

＊66【Wnt シグナル（カノニカル）】Wnt シグナル経路の一つである Wnt/ β-catenin 経路には、多く

のがん遺伝子やがん抑制遺伝子が含まれており、 Wnt/β-catenin 経路の異常な活性化が、がん

を引き起こすものと考えられている。 



 21

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１８年８月１日（火）１３：３０～１７：３０ 

 

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    江角 浩安 

  部会構成員  中地  敬 

  部会構成員  野田 哲生 

  部会構成員  宮園 浩平 

（千葉県） 

  がんセンター   竜センター長、中川原研究局長、田川病理研究部長、 

           上條生化学研究部長、藤本化学療法研究部長、 

           三上疫学研究部長ほか 

  病院局経営管理課 岩崎企画室副主幹ほか 

 

４ 内容 

（１）がんセンター（研究局）概要説明 

（２）各研究課題の説明・質疑・討議 

ア 研究局全体の課題 

イ 病理研究部の課題 

ウ 生化学研究部の課題 

エ 化学療法研究部の課題 

オ 疫学研究部の課題 

（３）全体討議 

 




