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は  じ  め  に 
 

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月に開設されましたが、研究局は、開設当初より

がんセンターに設置されている、県内における唯一のがん専門研究機関です。 

がんを引き起こす原因は遺伝子にありますが、がんセンター研究局では、

遺伝子の研究を通してがん本体の解明を行い、がんの予防・診断・治療法の

開発を目指しています。 

また、県内のがん罹患状況を正確に把握するため、がん登録事業を行って

います。 

本専門部会は、がんセンター研究局の研究課題全２０課題の中から、がん

センター研究局内部評価委員会で選出された１０の重点課題について、研究

内容を聴取し、専門部会構成員４人が、それぞれ専門的見地から評価を行い

ました。 

がんセンター研究局においては、臨床への応用を意識した研究への積極的

な方向転換が行われており、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。 

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、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、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２０年１０月 

 

がんセンター（研究局）課題評価専門部会 部会長 江角 浩安 
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１ がんセンター（研究局）課題評価専門部会 部会構成員名簿 
 

区分 所属・役職 氏名 

部会長 国立がんセンター東病院長  江角 浩安 

部会 

構成員 

（財）放射線影響研究所 

放射線生物学分子疫学部長 
 中地 敬 

部会 

構成員 

（財）癌研究会 

癌研究所長 
 野田 哲生 

部会 

構成員 

東京大学大学院 医学系研究科 

病因・病理学専攻 分子病理学講座 教授 
 宮園 浩平 
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２ 課題評価結果 
 

（１）総 括 
    今年度は、昨年度に内部・外部評価を受けた研究課題について、その

課題の必要性や重要性、研究計画の妥当性及び達成の可能性、研究資源の

妥当性、研究成果の波及効果および発展性などについて中間評価を行った。 

今回の評価対象となった１０課題については、部分的に検討が必要とさ

れるものがあるが、総合的には高く評価でき、今後の研究の進展が期待さ

れる。 

また、全体的には国や企業からの外部資金の導入や、国内外からの研修

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る。 

各課題の総合評価の結果は、下表に示したとおりであり、各研究課題ご

との詳細については、別添の課題評価調書（兼）評価票のとおりである。 

 

区

分 
研究課題名 総合評価 

非常に高く評価できる  

中

間 

評

価 

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 

（所見・指摘事項等） 
・世界的レベルの研究成果が出ている。 
・着実に研究が進展している。 

・各遺伝子産物の機能解析が進み、治療の分子標

的としての応用のステージへと順調に進展して

いる。 

非常に高く評価できる 中

間 

評

価 

発がんと細胞死の制御に関

わる新規遺伝子の解析とそ

の臨床応用 
（所見・指摘事項等） 

・※神経芽腫の阻害剤が有効であれば、臨床的に

は極めて面白い。 
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  ・がんにおける「※依存性受容体」の役割の解明

につながる研究であり、さらに新たな治療法の

開発への発展も期待できる。 

・着実に研究が進展している。 

高く評価できる 中

間 

評

価 

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 

 

（所見・指摘事項等） 
・重要な研究である。 
・※神経芽腫に対象を絞り込んだ形であれば、大

変期待できる研究課題である。 

・研究全体としてのまとまりがほしい。 

高く評価できる 中

間 

評

価 

ヒトがん※幹細胞の分離・

※同定とその治療法開発へ

向けた基盤研究 

（所見・指摘事項等） 
・※幹細胞の※同定のための充分なセットアップ

をし 
ないと、結論がでない。 

・※CD-133―Ret の経路は興味深い。NB との関

係を是非とも明らかにしてほしい。 

・※CD133 の機能を明らかにできるだけでも、成

功と考えられる。 

・研究全体としてのまとまりがほしい。 

非常に高く評価できる 中

間 

評

価 

がんの※ゲノム異常および

遺伝子発現の網羅的解析と

その臨床応用 
（所見・指摘事項等） 
・極めて高い質の研究成果を挙げており、また、

実用化も進んでいる。 
・臨床的意義が非常に高い。 

・「Cancer Cell」誌での論文発表以来、着実に研

究が進展している。臨床応用に改良を行って継

続して研究を進めており、高く評価できる。 

・情報処理技術をも応用し、※ゲノム情報からの

臨床応用に必要な情報の抽出を試みており、高

く評価できる。 
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高く評価できる 中

間 

評

価 

がんの※ゲノム・発現解析

から※同定した神経関連遺

伝子の細胞増殖促進機構の

解明と創薬への応用 

（所見・指摘事項等） 
・大変に重要な研究課題であるが、今後は、いか

に創薬に結びつけるかが大切になってくると思
われる。 

・臨床的意義が非常に高い。 
・創薬の標的になるか否かは、現時点では評価で

きない。 

・Publication もあり、順調に進んでいる。 

高く評価できる 中

間 

評

価 

がん※幹細胞とその微小環

境を標的とした新規細胞治

療法開発に関する基盤研究
（所見・指摘事項等） 
・基礎的研究で、遺伝子機能解析としては評価で

きる。 
・※p53 の転写制御は面白い。 
・※p53 の転写制御の研究の必要性・戦略が明確

でない。 

・がん幹細胞の研究は、どの位一般化できるのか

不明である。 

・大腸がんの解析に関しては、本研究局の優位性

は低い。※神経芽腫の解析により得られる情報

を積極的に活用して欲しい。 

高く評価できる 中

間 

評

価 

千葉県における大規模前向

き※ゲノムコホート研究に

よる生活習慣病罹患リスク

評価と個人向け予防法の確

立 

（所見・指摘事項等） 
・非常に重要な研究であるので、県のより一層の

サポートを期待する。 

・必要な研究である。 

・国レベルで行うべきゲノムコホート研究等のが

ん疫学研究との色わけを、もっと明確にすべきで

はないか。 

高く評価できる 中

間 

評

価 

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 

 

 

（所見・指摘事項等） 
・重要な研究である。 
・論文が「サイエンス」誌に報告されたユニーク

な研究で面白い。ヒト検体での研究にも期待し
たい。 

・今後のヒト腫瘍のサンプルの解析データとの照
合結果が重要となる。いずれにしても、移転制
御を可能とする重要な研究である。 
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・ミトコンドリアの共同研究の中で、がんセンタ
ー研究局の研究者がどの点で、他のグループが
出来ない貢献をするのか、明確にする必要があ
る。 

高く評価できる 中

間 

評

価 

Ｎｘｘｘタンパク質の生理

学的および発がんにおける

機能の解析 

（所見・指摘事項等） 

・ＮＬＲＲファミリーの機能解析は、神経系のみ

ならず、多くの組織細胞における細胞増殖制御

機構の理解に重要な知見をもたらすと期待され

る。 
・極めて高い質の成果が期待される。 
・MAb が応用できれば、極めて面白い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２０年度がんセンター（研究局）課題評価調書（兼）評価票（中間評価） 
江角 浩安・中地 敬 部会構成員氏名 

野田 哲生・宮園 浩平 

 

試験研究機関長名 竜 祟正 

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～２5年度 

研究の進捗状況及び 

今後の研究計画 

当センターではこれまでに、ポストゲノム時代に相応しいダイナミックなゲノム的解析手法を駆使し、※神経芽腫を含む複数の小児が

んから独自の※cDNAライブラリーを作製して、小児がんに特有な約11,000個のcDNAを取得するとともに、※アレイCGH及びin-house cDNA

※マイクロアレイを用いて網羅的な※スクリーニングを行い、将来の新しい診断法や創薬の分子標的となり得る重要な新規遺伝子の発見

に努めてきた。その結果、臨床的に有意と思われる新規遺伝子を大量に※同定し、これまでにその中から選んだ約１５個の機能が明らか

になってきた。なかでも、特に創薬の分子標的として有力となってきたものは、※KIF1Bβ, Nxxxファミリー、※UNC5D/5H4、※BMCC1、Lxxx、

※NEDL1などである。また、これらのいくつかは、成人及び小児がんのみならず神経変性疾患の発症にも関わり、Lxxxはパーキンソン病、

NEDL1 は※家族性筋萎縮性側索硬化症（FALS）の原因遺伝子産物と結合し、それぞれの疾患の発症メカニズムに深く関与していることが

明らかになってきた。さらに、抗がん剤や放射線治療の際に誘起されるDNA損傷・修復の新しいメカニズムとして、すでに重要なことが

明らかになっているがん抑制遺伝子※p53 及びそのファミリー（※p63, p73）が関与する新しい分子機構の解明を進め、それに関与する

独自の分子として、NFxx1, Rxxx, Pxxxの機能を明らかにした。 

このように、これらの新しい遺伝子機能が明らかになってきたことから、成人がんや代表的な小児がんである難治性神経芽腫の発がん

に関する分子メカニズムがより具体的に理解できるようになり、治療の標的分子を絞り込むことができるようになってきた。 

今後、継続して、機能が明らかになってきた疾患関連遺伝子の解析を、動物モデルを含めた実験系で更に展開し、診断・創薬へ繋がる

研究へと進める。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 

＜評価視点＞ 
説       明 所見・指摘事項等 評価区分 

 

1.研究の必要性や重要性 
 

・世界的に重要なテーマである。 

・各種がん関連遺伝子の機能解明を通じて、

創薬へとつなげる研究であり、独自性、

優位性ともに非常に高い研究である。 

・臨床面への応用が期待できる重要な研究

である。 

 

 

■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 

    ※は用語解説あり 

（
２
）
中
 
間
 
 評

  
価
 

 
６
 



 

①研究課題の必要性 

＜評価視点＞ 

・具体的問題や県民、関係

産業界のニーズを踏まえ

ているか。 

わが国の死因第１位を占めるがんの克服は、今や緊急の社会

的要請となっている。一方、臨床における治癒率向上の基盤

は、基礎的研究による新しい診断法や治療法の開発である。

したがって、新しいゲノム的アプローチにより新規分子標的

を見いだし、それらをターゲットとしたオリジナリティの高

い治療法の開発は、社会が求める緊急の課題である。 

  

②県の政策等との関連性・政

策等への活用性 

＜評価視点＞ 

・県の政策、施策、計画、行

政ニーズ等とどのように関

連し、活用していくのか。 

平成１９年に制定された「がん対策基本法」に基づき、千葉県

においても地域がん診療連携拠点病院の整備が完了し、将来の

がん克服へ向けた診療体制が確立されつつある。そこで、千葉

県における成人及び小児がんの治癒率向上のため、当研究局に

おいて新しい遺伝子診断法開発やゲノム創薬を展開すること

は、県の緊急かつ重要な政策のひとつである。 

 

③研究課題の社会的・経済

的効果 

＜評価視点＞ 

・研究成果が、誰にどのよう

な利益や効果をもたらす

のか（直接、間接、県民全

体等）。 

オリジナリティの高いがんの創薬プロジェクトを展開すること

により、効率の良い治療戦略の構築が可能となり、ひいては医

療経済の効率化に活用できる。また、県民に対してよりクオリ

ティの高い医療を提供することになり、千葉県における高度先

進医療の実現に貢献できると考えられる。 

 

 

④県が行う必要性 

＜評価視点＞ 

・なぜ県が行うのか(受益者で

はできないか)。 
・県以外に同様の研究を行っ

ている機関等がある場合、

なぜ本県でも行うのか。 

これまで千葉県がんセンター研究局において行われてきた上記

の研究開発は、すでに初期段階の大量の新規遺伝子の絞り込み

と一部重要遺伝子の機能解析が終了し、さらに継続した解析研

究を展開中である。今後は、真のゲノム創薬へ向けた大規模開

発研究への展開が必要であり、バイオベンチャーとの連携また

はその新たな立ち上げをも視野に入れた施策が必要な時点に来

ていると認識している。これまでに、特許も複数申請済みであ

る。したがって、千葉県におけるバイオ産業振興のために、企

業との連携を更に強化し、一刻も早く我々が開発整備した遺伝

子資源及び解析情報を有効に活用することが、千葉県の利益の

ために必要である。 

  

2.研究計画の妥当性及び達成

の可能性 

＜評価視点＞ 

・研究計画が研究を遂行するの

に適切か。また、研究計画を

達成することができるか。 

（１）研究計画の妥当性 

本研究プロジェクトは、平成１１年度より開始し、小児がん臨

床材料からcDNAライブラリーを作製した後大量の新規遺伝子

を独自に採取したところから始まっている。すでに、それらを

※DNAチップ化し、がんの診断用ミニチップの開発とその実用

化に成功しており、現在はプロジェクトを更に発展させてゲノ

ム創薬の段階に到達している。 

したがって、長期計画に基づいて着実に成果を出してきてい

るので、研究計画そのものは極めて妥当である。 

・分子標的を絞り込んでの創薬プロセスの

支援体制が必要なステージに来ていると

考える。 

・作業仮設が明確で、研究の方向性も合理

的である。 

■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 
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（２）研究計画の達成の可能性 

上記のように、長期にわたって計画的にかつ着実に成果を出し

てきており、今後の創薬への展開も十分に期待できる。 

3.研究資源の妥当性 

＜評価視点＞ 

・研究費や人材等が研究を遂行

するのに適切か。 

（１）研究費： 

県研究費に加え、文科省科学研究費、厚労省科研費等の外部資

金による補助を受けて研究を行っている。（添付資料参照） 

（２）研究者構成： 

県職員２名、博士研究員３名、大学院生６名、学生３名、実験

補助員３名で進めている。（うち留学生５名） 

（３）共同研究： 

国内の複数の大学の研究グループ及び国内の企業と共同研究

を進めている。また、当センターの医療局や国内のがんスタデ

ィグループと連携し、臨床研究の附随研究としての一翼を担っ

ている。 

・大変に多くの「有望な新規がん関連遺伝

子」が単離・同定されており、優先順位

をつけることも重要か。 

■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.研究成果の波及効果及び発

展性 

＜評価視点＞ 

・研究成果が他の学術・産業分

野に及ぼす影響は大きいか。

また、将来の発展性がある

か。 

本研究プロジェクトの遂行により、我々が同定した新規遺伝子

の中から、がんを含むヒト疾患関連遺伝子の機能が大量に明ら

かにされ、それらを分子標的としたゲノム創薬展開の原動力と

なる可能性が高い。この成果は、将来、千葉県のバイオ産業振

興に大きな貢献をもたらすものと期待される。 

・ 創薬の標的になるか否かはともかく、科

学的に高い価値がある。 

・ 神経芽腫の生物学的特徴の理解を基盤と

した分子創薬は大きな発展が期待され

る。 

・種々の遺伝子の機能解析が進み、全体に

極めて順調に研究が進行している。各研

究グループ間の協力体制もよくできてお

り、このまま進めてほしい。 

■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 

総合評価  

 

 

 

 

 

・世界的レベルの研究成果が出ている。 

・着実に研究が進展している。 

・各遺伝子産物の機能解析が進み、治療の

分子標的としての応用のステージへと順

調に進展している。 

 

■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 
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平成２０年度がんセンター（研究局）課題評価調書（兼）評価票（中間評価） 
江角 浩安・中地 敬 部会構成員氏名 

野田 哲生・宮園 浩平 

 

試験研究機関長名 竜 祟正 

研究課題名 発がんと細胞死の制御に関わる新規遺伝子の解析とその臨床応用 研究期間 平成18年度～22年度 

研究の進捗状況及び 

今後の研究計画 

これまで当センターにおいて、ヒト※神経芽腫（小児のがん）の※予後良好群と※予後不良群の間で発現に差の認められる遺伝子を大

量に※同定してきた。その中で予後良好群において発現の高い遺伝子として UNC5H4遺伝子（UNC5Hファミリーの一つ）が同定された。UNC5H4

は依存性受容体の一つである。つまり、※リガンドが UNC5H4 に結合しない状態では、細胞は死の方向へ、逆に、リガンドが UNC5H4 に結

合した場合には、細胞は生の方向へ向かうという機能を持っている。UNC5H4 は神経芽腫の予後良好群で発現の高い遺伝子として同定され

たことから、神経芽腫の細胞死に関係した遺伝子である可能性は非常に高いが、その機能（UNC5H4のリガンドは何か、※p53の標的遺伝子

であるか、p53の標的遺伝子であるなら p53を介した細胞死のメカニズムは何か等）は未だに明らかではない。他の UNC5Hと同様に、UNC5H4

が p53の標的遺伝子として機能する可能性や※カスペースによって活性化されることで細胞死を誘導する可能性はあり、細胞の生死をスイ

ッチングする重要な※受容体であることが予想される。自然退縮する神経芽腫において発現が高く、悪性度の高い神経芽腫では発現が抑

制されている可能性から、がんの自然退縮並びに治癒のメカニズムにおいて重要な役割を果たしていることが期待される。したがって、

悪性度の高い神経芽腫に UNC5H4を発現させて、そのがん細胞に細胞死を誘導させることによって新しい治療法を開発することも可能であ

る。このような経緯から神経芽腫の細胞死における UNC5H4の機能解析を行うことを目的とした。 

これまでの研究から、UNC5H4の高発現と神経芽腫の良好な※予後との相関が認められた。また UNC5H4は p53の標的遺伝子である可能性

が示唆され、細胞死誘導に関与した遺伝子であることが明らかになった。今後は、UNC5H4 のリガンドは何かを検討する必要があるととも

に、UNC5H4及びそのリガンドを用いた実験から細胞へのシグナル等を解析することが重要となる。 

評 価 項 目 

＜評価視点＞ 
説       明 所見・指摘事項等 評価区分 

1. 研究の必要性や重要性 

 

 

 

・神経芽細胞腫より同定された多くの新規

遺伝子の中でも、ＵＮＣ５Ｈ４は、治療

面での臨床応用が期待され、その解析は

重要である。 

・臨床面への応用が期待できる重要な研究

である。 

■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 

①研究課題の必要性 

＜評価視点＞ 

・具体的問題や県民、関係

産業界のニーズを踏まえ

ているか。 

UNC5H4 とそのリガンドとの結合の有無によって、細胞は生と

死のどちらの方向に向かうかが決まる、というユニークな機能

が UNC5H4 にはある。これは、依存性受容体という新しい概念

であり、この受容体による細胞死の解析は世界で注目されてい

る。さらに、世界中の研究者が解析を進めているがん抑制遺伝

子 p53の標的遺伝子 

の可能性があり、がん研究において UNC5Hは重要な位置を占め

ている。 

 当センターにおいて神経芽腫の予後良好群と予後不良群の

間で発現に差の認められる遺伝子を同定した中に、予後良好群

で発現の高い遺伝子として UNC5Hファミリーの新規遺伝子

UNC5H4が存在した。神経芽腫の予後に大きく関与する遺伝子
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の可能性は十分に考えられる。また、UNC5H4が神経芽腫の細

胞死に関与し、新しい治療法並びに治療薬の開発につながる可

能性は大きい。UNC5H4は予後良好な神経芽腫において発現が

高く、悪性度の高い神経芽腫では発現が抑制されていることが

予測され、神経芽腫の自然退縮機構において重要な役割を果た

していることが考えられる。したがって、この研究課題は県民

等に広く理解され、必要性の高いものであると考える。 

②県の政策等との関連性・

政策等への活用性 

＜評価視点＞ 

・県の政策、施策、計画、

行政ニーズ等とどのよう

に関連し、活用していくの

か。 

健康県ちばを目指す千葉県としては、県民の多様な健康ニーズ

に対応するための施策が多くある。その中で、がん・生活習慣病

についてはがんセンターを中核とした県独自のネットワークの

構築構想がある。神経芽腫は小児のがんであるが、この研究は難

治性がんの新しい治療法や治療薬の開発へつながる研究であり、

県民の健康づくりに大いに役立つものである。 

 

 

 

 

③研究課題の社会的・経済

的効果 

＜評価視点＞ 

・研究成果が、誰にどのよ

うな利益や効果をもたら

すのか（直接、間接、県

民全体等）。 

神経芽腫は小児のがんであり、一歳未満で発症する場合と一歳

以上で発症する場合等で予後に大きく関わってくる。その他の予

後因子はいくつかあるが、今回 UNC5H4の高発現が良好な予後と

相関していた。また、UNC5H4は細胞の生死を制御する機能があり、

UNC5H4及びそのリガンドを用いてがん細胞の増殖抑制あるいは

細胞死を誘導させることが可能となる。少子化の現代、小児がん

の研究は将来において重要な課題であり、がんの当事者、その関

係者並びに県民に還元されるものである。がん患者が減少するこ

とは、県民の求める健康で豊かな暮らしにつながると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④県が行う必要性 

＜評価視点＞ 

・なぜ県が行うのか(受益者

ではできないか)。 
・県以外に同様の研究を行

っている機関等がある場

合、なぜ本県でも行うの

か。 

我が国においてがんは死因の第一位であり、今後も増え続ける

可能性があるがんに対して何らかの対策は必要である。当センタ

ーにおいて作成された神経芽腫由来の cDNAチップを用いて得ら

れた遺伝子の機能解析（神経芽細胞腫の分子生物学的解析等）は

オリジナリティーが高い。神経芽腫検体は全国から当センターに

送られてきており、その神経芽腫に対するがん遺伝子あるいはが

ん抑制遺伝子の機能を解析することは当センターだからこそ行

える研究である。臨床検体を用いた研究が不可欠であることか

ら、神経芽腫検体が 2,000症例以上ある当センターでなければ解

析できないことが多くある。また、当センター研究局は臨床と直

結している研究室であり、研究者と臨床医が協力し合いがんの研

究が行える最適な体制を整えている。がん研究は県を上げて取り

組むべき課題である。このような観点からも県が行うに値する研

究課題であると考える。 
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2.研究計画の妥当性及び達成

の可能性 

＜評価視点＞ 

・研究計画が研究を遂行する

のに適切か。また、研究計

画を達成することができる

か。 

我々のこれまでの研究から、すでに以下のことが判明した。神

経芽腫の予後良好群において UNC5H4の発現が高く、UNC5H4の高

発現と神経芽腫の良好な予後との相関が認められた。また UNC5H4

は p53の標的遺伝子であることも判明し、細胞死誘導に関与した

遺伝子であることが明らかとなった。今後は、UNC5H4のリガンド

は何かを検討する必要があるとともに、UNC5H4及びそのリガンド

を用いた実験から細胞へのシグナル等を解析することが重要と

なる。また、悪性度の高い神経芽腫に UNC5H4 を発現させて、そ

のがん細胞に細胞死を誘導させることが可能である。さらに、当

研究室で開発した神経芽腫由来の cDNA チップを用いて、UNC5H4

を過剰発現させた細胞あるいは UNC5H4 をノックダウンさせた細

胞を材料に p53 以外の神経芽腫に特異的な UNC5H4 の標的遺伝子

を※スクリーニングすることが可能である。 

・作業仮設が明確で、研究の方向性も合理

的である。 

・臨床応用への視点が明確でない。 

■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.研究資源の妥当性 

＜評価視点＞ 

・研究費や人材等が研究を遂

行するのに適切か。 

研究資源は千葉県研究費及び競争的外部資金（文部科学省科研

費）を予定している。 

 この研究に携わる研究者は職員では 3名、その他、研究協力者

として 1名である。 

研究資源の妥当性からいうと、この研究課題の目的を達成するた

めには研究費は十分とは言えないが、与えられた資源の中でいか

に成果を出すか、努力ないしは工夫をして行う。 

・機能解析に関しては妥当であるが、臨床

応用に関しては充分ではない。 

■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.研究成果の波及効果及び発

展性 

＜評価視点＞ 

・研究成果が他の学術・産業

分野に及ぼす影響は大きい

か。また、将来の発展性が

あるか。 

UNC5H4は、自然退縮する神経芽腫において発現が高く、悪性度

の高い神経芽腫では発現が抑制されている可能性があることか

ら、がんの自然退縮並びに治癒のメカニズムにおいて重要な役割

を果たしていることが期待される。したがって、悪性度の高い神

経芽腫に UNC5H4 を発現させて、そのがん細胞に細胞死を誘導さ

せることによって新しい治療法を開発することも可能である。ま

た、UNC5H4が神経芽腫の細胞死に関与し、新しい治療法並びに治

療薬の開発につながる可能性は大きい。同様な方法を悪性度の高

い他のがんにも応用可能であり、がんの新しい治療法の開発に極

めて重要になると思われる。最終的には、これらの結果は、県民

へ還元されるものである。 

・Nxxx は臨床応用のシーズとして面白い。

是非とも発展させてほしい。 

・他の多くのがんにおける「依存性受容体」

の機能の解明に多くの知見を与えると期

待される。 

■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 

総合評価  

 

 

 

 

・神経芽腫の阻害剤が有効であれば、臨床

的には極めて面白い。 

・がんにおける「依存性受容体」の役割の

解明につながる研究であり、さらに新た

な治療法の開発への発展も期待できる。 

・着実に研究が進展している。 

■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 
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平成２０年度がんセンター（研究局）課題評価調書（兼）評価票（中間評価） 
江角 浩安・中地 敬 部会構成員氏名 

野田 哲生・宮園 浩平 

 

試験研究機関長名 竜 祟正 

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１８年度～平成２４年度 

研究の進捗状況及び 

今後の研究計画 

本研究はがん細胞の細胞増殖・細胞死制御に関るメカニズムを研究し、特にこれらに関与するがん遺伝子・がん抑制遺伝子産物のがん細

胞または正常細胞内での機能や役割を明らかにして、新たな治療法の開発によって県民の健康増進に貢献することを目指している。 

平成１８年度から本研究に着手し、これまでに５０%以上のがんで変異している最も重要ながん抑制遺伝子※p53の発がん機序における

役割の解析として、野生型p53のがん細胞における不活性化機構の研究を行ってきた。重要な小児がんであり、千葉県がんセンターが日

本の小児がん研究の中心となって解析している※神経芽腫の細胞におけるp53 の不活化機構の解明を特に行った。この結果、p53 によっ

てその転写が促進され、ミトコンドリアに存在して※アポトーシス制御に重要な分子である※Noxaの転写活性化とミトコンドリアへの局

在が神経芽腫細胞で重要な意義を持つことを見出した（Kurata 他 Oncogene,2008）。この研究によって、神経芽腫における新規治療法開

発の対象分子としてNoxaが重要である可能性が判明した。今後はp53/※HDM2と神経芽腫細胞内で結合する分子の※スクリーニングを蛋

白精製によって行う研究、Noxaの転写制御機構にp53/ HDM2が与える影響の研究などへ本研究を発展させている。 

がん細胞の細胞増殖・細胞死制御についての研究を基礎に、難冶･再発がんの新規治療法開発に向けてがん幹細胞の研究に着手した。 

※がん幹細胞マーカーとして知られる CD133, 幹細胞で重要な機能を持つ※Bmi1 のがん幹細胞としての形質に与える影響を検討し、さ

らにがん遺伝子MYCNがこれらの遺伝子のプロモーターに直接結合して活性化発現を促進することを見出した。CD133及びBmi1の機能解

析を神経芽腫細胞、肺がん細胞、大腸がん細胞などで行っている。また、CD133 の機能解析のためにCD133 の欠失変異体及び点変異体を

作成し、神経芽腫細胞の増殖･コロニー形成に与える影響を検討している。今後は CD133 の細胞内ドメインに結合する分子をがん細胞内

でスクリーニングして同定する研究へと進展して、発がん・再発に関与する新たな経路を同定したい。 

評 価 項 目 

＜評価視点＞ 
説       明 所見・指摘事項等 評価 区分 

1. 研究の必要性や重要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

・神経芽腫の治療戦略にとって大変に重要

な研究である。 

■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 

①研究課題の必要性 

＜評価視点＞ 

・具体的問題や県民、関係

産業界のニーズを踏まえ

ているか。 

現在早期がんについては外科療法、化学療法、放射線療法の

治癒率は向上しているが、再発がん・難冶がんについては未

だにがん死亡の重要な原因となっている。この再発がん・難

冶がんの原因解明、新たな治療法の開発が特に必要とされて

いる。本研究所は千葉県がんセンターに付随する研究施設で

あり、本研究課題は千葉県民の再発がん・難冶がんの方たち

の治療に貢献しうる研究課題として適していると考えられ

る。 
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②県の政策等との関連性・政

策等への活用性 

＜評価視点＞ 

・ 県の政策、施策、計画、

行政ニーズ等とどのよう

に関連し、活用していく

のか。 
 

「千葉県がん対策推進計画」に基づき、健康県ちば宣言プロジ

ェクト「県民の自発と事業者の競争による健康づくりの構造改

革」が推進される中、この基本方針に沿って難冶がんの診断に

p53経路の不活化機構の解明と診断の研究、また新規治療開発と

してがん幹細胞の研究を推進したい。 

  

③研究課題の社会的・経済

的効果 

＜評価視点＞ 

・研究成果が、誰にどのよう

な利益や効果をもたらす

のか（直接、間接、県民全

体等）。 

特に難冶がん・再発がんに苦しむ千葉県のがん患者の方のため

に、がん幹細胞特異的療法の開発で貢献していきたい。またこ

の新たながん治療法の開発は当センター医療局からの高度先進

医療申請に発展させることも可能と思われ、当センターの受診

患者数増加にもつながる可能性がある。 

 

④県が行う必要性 

＜評価視点＞ 

・なぜ県が行うのか(受益者で

はできないか)。 
・県以外に同様の研究を行っ

ている機関等がある場合、

なぜ本県でも行うのか。 

がん幹細胞特異的療法が開発された場合、当センターの患者

さんのがん細胞の中のがん幹細胞を個別に解析して、そのがん

幹細胞に対するベストの治療を検討する※テーラーメイド治療

が必要となる。千葉県のがん治療の中心である当センターで医

療局臨床各科と協力してこれを遂行することが県民の利益につ

ながると考えられる。 

 

 

2.研究計画の妥当性及び達成

の可能性 

＜評価視点＞ 

・ 研究計画が研究を遂行す

るのに適切か。また、研

究計画を達成することが

できるか。 

 

研究機関内に臨床試験へ向けての基盤整備を進行させること

を目標に研究計画を推進していきたい。具体的には平成22年度

までに 1．p53/HDM2 と神経芽腫細胞内で結合する分子のスクリ

ーニング、2．p53 不活化と協調して発がんに関与する新規がん

抑制遺伝子の機能･発現･変異解析、3．CD133及びBmi1のがん幹

細胞性に及ぼす影響の解析を完了したい。 

・神経芽腫以外の各種腫瘍に対象を広げる

ことには、必ずしも賛成できない。 

□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.研究資源の妥当性 

＜評価視点＞ 

・研究費や人材等が研究を遂行

するのに適切か。 

研究資源としては、当センターの細胞バンクから神経芽腫検

体の提供を受け、神経芽腫研究に活用している。さらに、呼吸

器外科との共同研究による肺がん細胞におけるCD133及びBmi1

の解析、整形外科との共同研究による骨肉腫細胞における※ポ

リコームPHC3の解析、消化器外科との共同研究による肝細胞が

んのがん幹細胞の同定など当センターの臨床各科から、貴重な

研究材料を得ている。 

研究資金として千葉県研究費（4%）、文科省科研費（18%）、厚

生労働省科研費（55%）、受託研究費（23%）（詳細は別紙集計、

計12320千円）の資金を元に研究を行っている。 

・解析対象となる遺伝子群は、いずれも本

研究局が長く解析を行ってきており、研

究者及び資源の両面ともに全く問題はな

い。 

□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 
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本研究にかかわる研究者数は、部長 1 名、研究員 1 名、研修生

（大学院生ほか）６名、実験助手１名で行っている。次年度に

研修生２名の増加を予定しており、一層の充実を図っている。 

機器施設等で利用している外部資源：千葉大学医学部細胞分子

医学講座における細胞分取装置（Cell Sorter）をがん幹細胞分

取のために使用依頼している。また理化学研究所古関明彦博士

から、遺伝子改変動物の作成・提供などの支援を得ている。 

 

4.研究成果の波及効果及び発

展性 

＜評価視点＞ 

・研究成果が他の学術・産業分

野に及ぼす影響は大きいか。

また、将来の発展性がある

か。 

千葉県で発症頻度の高い大腸がん、肺癌、肝がん、小児の重要

な固形腫瘍である神経芽腫は県民の健康向上に向けて重要な

対象である。これらのがんの特に手術不能がん・再発がんに対

する治療法の開発に向けた研究が確立されれば、その寄与度は

きわめて高く、また新規の治療法が開発されればその特許化を

積極的に図り、企業との共同研究・産業化を進めていくことが

可能となる。 

現実にエレコン科学との共同研究を行い、独立行政法人科学技

術振興機構の重点地域研究開発推進プログラム（地域ニーズ即

応型）に「再生医療・がん治療に向けた幹細胞への新規遺伝子

導入装置の開発」を応募し、幹細胞への新規遺伝子導入装置の

開発を目指している。本研究によって遺伝子導入法の新たな手

法の開発を行い、地域の企業に装置開発のシーズを与えること

が可能となり、地域産業の振興にも貢献することへと発展でき

ると思われる。 

・いまだ道すじは明らかとはなっていない

ものの、治療戦略へと発展させることが

明記されている。 

□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 

総合評価  

 

 

 

 

 

・重要な研究である。 

・神経芽腫に対象を絞り込んだ形であれば、

大変期待できる研究課題である。 

・研究全体としてのまとまりがほしい。 

 

 

□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 
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平成２０年度がんセンター（研究局）課題評価調書（兼）評価票（中間評価） 
江角 浩安・中地 敬 部会構成員氏名 

野田 哲生・宮園 浩平 

 

試験研究機関長名 竜 祟正 

研究課題名 ヒトがん※幹細胞の分離・※同定とその治療法開発へ向けた基盤研究 研究期間 平成 16年度～平成 20年度 

研究の進捗状況及び 

今後の研究計画 

難治性疾患であるがんの多くは完全な切除除去が困難なものだけではなく、制癌剤などの治療に対しても抵抗性を持ち、治療後に一時

的な縮小が見られても、再発し転移を起こすという特徴を持つ。近年これらの現象に、がん幹細胞が関っているという証拠がいくつか報

告された。がん幹細胞は白血病や乳がん、脳腫瘍などで同定されており、自己複製能力とともに、分化する能力を有し、分化前後でまっ

たく異なった性質の細胞を生み出すことが、がん細胞の多様性と治療抵抗性の原因となっている。したがって、がん幹細胞を効果的に除

去する新規の治療法は、難治性腫瘍の解決へとつながることが予想される。しかし、ごく限られた腫瘍以外ではがん幹細胞を特定するマ

ーカーやがん幹細胞自体は同定されていない。 

我々は、小児固形腫瘍の※神経芽腫と、成人のがんである肺がんについて、がん幹細胞の探索を行っており、これらのがんでは、がん幹

細胞またはマーカーとされる分子が見つかっていない。そこで我々は、正常な組織の幹細胞で特異的に発現する遺伝子に着目した。遺伝

子を神経芽腫または肺がんの※細胞株に導入し、細胞増殖やコロニー形成など、がんに関りの深い能力を増強するものを複数見出した。

それらの遺伝子を神経芽腫に高発現させると、増殖能、コロニー形成能を亢進させ、発現量を抑えると低下することから、がん細胞の増

殖能力に必要であると考えられる。また、これらの遺伝子が、悪性の予後と発現量が相関するがん遺伝子Mycによって、直接転写される

ことを見出した。したがって、我々の注目した遺伝子は、Mycが引き起こす発がん過程において、がん幹細胞のマーカーまたは、そのマ

ーカーの上流に存在すると考えられる。今後は、それらを用いた臨床検体からのがん幹細胞の分離を目指す。 

評 価 項 目 

＜評価視点＞ 
説       明 所見・指摘事項等 評価 区分 

1.研究の必要性や重要性  

・研究課題は一般論としては重要であるが、

独自性がはっきりしない。 

・ＭＹＣ及びＢｍｉ１の発現制御機構を通じて、

ＣＤ１３３の機能を解析しようとする試

みは、他に例を見ない研究であり、高く評

価できる。 

■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 

①研究課題の必要性 

＜評価視点＞ 

・具体的問題や県民、関係産

業界のニーズを踏まえてい

るか。 

がん幹細胞は、制がん治療においてもっとも高い治療効果が

期待できるターゲット細胞として、製薬をはじめとした広い産

業分野において注目をされている。また、がん幹細胞の性質を

明らかにし、制圧の標的とすることで、より侵襲が少なく苦痛

を減らす治療法の開発が可能にする。 

 

②県の政策等との関連性・政

策等への活用性 

＜評価視点＞ 

・県の政策、施策、計画、行

政ニーズ等とどのように関

連し、活用していくのか。 

※予後不良ながんの原因である、がん幹細胞の性質を知るこ

とで、県民のがんでの死亡率を下げるための、早期発見に向け

た検査法の開発と、がん克服に向けた根本的な治療法の開発を

可能とする。研究成果は、医療関係者や製薬等の企業と協力し

て、科学的根拠に基づく健康づくりへ貢献しうるものであり、

「健康ちば２１」の進捗に寄与することができる。 
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③研究課題の社会的・経済

的効果 

＜評価視点＞ 

・ 研究成果が、誰にどのよ

うな利益や効果をもたら

すのか（直接、間接、県

民全体等）。 

 

 

がん幹細胞を標的とした新規の治療法または診断方法は、製

薬や検査機器の開発に対し、新たな産業のシーズとなりうる。

また、がん幹細胞の性質の解明はがんのみならず、正常組織の

発生過程の解明につながることから、医学及び基礎科学分野で

の重要な知見となることが大いに期待される。 

 

④県が行う必要性 

＜評価視点＞ 

・なぜ県が行うのか(受益者で

はできないか)。 
・県以外に同様の研究を行っ

ている機関等がある場合、

なぜ本県でも行うのか。 

千葉県がんセンター研究局には、日本で最も多くの神経芽腫の

冷凍検体、RNA を保存されているとともに、現在も日本全国の

ほとんどの検体が集められている。このことから、神経芽腫の

検体からがん幹細胞を同定するという研究は、他施設ではなし

えないものと考えられる。肺がんについても、多数の手術が行

われており、今後、連携を強くするために整備を行う予定であ

る。 

  

2.研究計画の妥当性及び達成

の可能性 

＜評価視点＞ 

・研究計画が研究を遂行するの

に適切か。また、研究計画を

達成することができるか。 

培養細胞を用いた実験より、2つの幹細胞のマーカー候補遺伝

子が、がん遺伝子 Myc により誘導され、細胞の増殖を促進する

結果が得られ、この成果について、英文雑誌へ投稿に向けての

論文を作成中である。それぞれのテーマについて、がん幹細胞

の性質のより深い理解をするために、分子メカニズムについて

深く掘り下げるとともに、関連して発現量が変化する遺伝子を

探索中である。 

 臨床検体を使用することから、倫理的に不都合を起こさない

ため、すでに千葉県がんセンター倫理審査委員会において、審

査をうけ、承認を得た。 

 がん幹細胞の関連遺伝子に関する特許については、現在まで

に得た結果からの申請は考えていないが、今後の展開に応じて

検討したい。 

・ＣＤ１３３の機能解析そのものは大変重

要であるが、果たしてがん幹細胞の機能

解明につながるのかは、明らかではない。 

□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.研究資源の妥当性 

＜評価視点＞ 

・研究費や人材等が研究を遂行

するのに適切か。 

平成20年度は、文部科学省科学研究費及び、千葉県研究費を

用いて、研究を進める。研究の遂行に当たって、申請者が主と

なり、大学院生2名を指導する形で行う。研究に必要な機材は、

当面の研究計画の中では千葉県がんセンターの備品を用いるこ

とで可能であると考えられる。 

 マーカー分子の同定が可能になり、抗体等を用いて細胞分離

が必要となった際には、研究局長を介して手続きを行い、千葉

大学等、装置を保有する施設に協力を要請する予定である。 

 臨床検体の解析に関して、倫理的な問題点については、個人

の特定のできない匿名化された検体を用いることとし、提供い

ただいた患者への不利益は生じない。また、遺伝子や蛋白質の

・がん幹細胞研究の全てに関する問題点で

あるが、培養細胞における解析が、どこ

まで生体内の状態を反映するのかが問題

である。 

□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 
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発現解析については、千葉県がんセンター倫理審査委員会の承

認を得ている。研究を遂行するに当たり、病原性の組換え生物

を用いることはなく、感染性の強い生物を用いる際には、P2 レ

ベルの遮蔽空間において、安全キャビネットの中で慎重に行う。

4.研究成果の波及効果及び発

展性 

＜評価視点＞ 

・研究成果が他の学術・産業分

野に及ぼす影響は大きいか。

また、将来の発展性がある

か。 

がん幹細胞を利用した治療法の開発は、県民を含む難治性が

んで苦しむ患者の治療法開発に大きな貢献をすることができる

のみならず、これを複数の事業として県内で事業化できる可能

性が高い。具体的には、新規の治療法に関る治療薬、放射線等

の機器の開発、がん幹細胞を同定し、検査するための細胞分離

装置、がん幹細胞特異的な※DNAチップの開発など、新たな産業

のシーズとなりえるものである。それらの整備が進み、技術を

応用することで、これまでに有効な治療法が開発できていない、

種々の悪性腫瘍に対しても、がん幹細胞の研究を進めることが

可能となる。 

また、今後はその需要は千葉だけでなく、国際的な規模に拡大

することが予想されるため、計り知れないほどの発展性が期待

できる。 

 

・発がん機構のみならず、治療戦略を立て

るためにも、本研究の成果は重要であろ

う。 

 

□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 

総合評価  

 

 

 

 

 

・幹細胞の同定のための充分なセットアッ

プをしないと、結論がでない。 

・CD133―Retの経路は興味深い。NBとの関

係を是非とも明らかにしてほしい。 

・CD133の機能を明らかにできるだけでも、

成功と考えられる。 

・研究全体としてのまとまりがほしい。 

 

□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 
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平成２０年度がんセンター（研究局）課題評価調書（兼）評価票（中間評価） 

 
江角 浩安・中地 敬 部会構成員氏名 

野田 哲生・宮園 浩平 

 

試験研究機関長名 竜 祟正 

研究課題名 がんの※ゲノム異常およ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～２４年度 

研究の進捗状況及び 

今後の研究計画 

本課題では、※DNAチップを用いたがんのゲノム異常及び遺伝子発現の網羅的な解析を通して、がんの発症・進展に関わる遺伝子の 

※同定と、新しい診断法の開発並びに腫瘍層別化システムの構築を目的としている。これまでに、代表的な小児固形腫瘍のひとつである

※神経芽腫について、遺伝子発現に基づく※予後予測ミニチップシステムを開発し、現在臨床での試行を進めているほか、ゲノム異常パ

ターンを組み合わせると、より高精度にリスク分類ができることを見いだし、昨年度より新規症例についてのゲノムパターンの取得を外

部施設との共同により開始した。185 症例について新たに得られたデータから、本課題で構築したゲノムパターンによる神経芽腫のリス

ク分類も、非常に再現性が高いことが確認されたため、今後臨床での施行を進めていく予定である。また、ゲノムと遺伝子発現の統合解

析から、進行神経芽腫で特異的に高い発現を示し、神経芽腫の細胞増殖を亢進する新規遺伝子を同定した。本遺伝子の解析は、神経芽腫

の細胞増殖のメカニズムの解明に役立つと期待される。 

成人がんについてもこれまでに肺癌200例、脳腫瘍100例について11000遺伝子のチップを用いた網羅的発現解析を行ってきた。今年度

は脳腫瘍のゲノム異常解析を新たに行い、予後や組織型に強く相関するパターンの抽出を進めた。今後も引き続き他施設との共同研究を

通して、高精度ながんのリスク分類・診断システムの開発と、がんの発生・進展に関わる重要な遺伝子の同定を進める。 

評 価 項 目 

＜評価視点＞ 
説       明 所見・指摘事項等 評価 区分 

1.研究の必要性や重要性  

・神経芽腫を始めとした各種がんの予後予

測を可能とする重要な研究である。 

■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 

①研究課題の必要性 

＜評価視点＞ 

・具体的問題や県民、関係産

業界のニーズを踏まえてい

るか。 

がんは日本人の死因の第１位であり、がんの発症・悪性化メ

カニズムの解析や、精度の高いがんの診断システムの開発は今

後一層のニーズが高まると考えられる。がんのゲノム異常及び

遺伝子発現の網羅的解析はその発症・進展の基本メカニズムの

解明や創薬の標的遺伝子の同定につながる重要な基盤研究であ

る。 

 

②県の政策等との関連性・政

策等への活用性 

＜評価視点＞ 

・県の政策、施策、計画、行

政ニーズ等とどのように関

連し、活用していくのか。 

少子高齢化社会が急速に進むにつれ、小児がん並びに成人が

んの制圧と、精度の高い悪性度診断による適切な治療戦略の構

築は今後ますます重要な課題になると考えられる。本課題から

同定された遺伝子やそれらを用いた診断・治療システムは、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ほか、医

療経済の効率化など医療施策にも活用できる可能性がある。 
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③研究課題の社会的・経済

的効果 

＜評価視点＞ 

・ 研究成果が、誰にどのよ

うな利益や効果をもたら

すのか（直接、間接、県

民全体等）。 

 

がんの精度の高い悪性度予測、リスク分類が本課題によって

可能となれば、効率の良い治療戦略の構築が可能となり、ひい

ては医療経済の効率化に活用できる。また、県民に対してより

クオリティの高い医療を提供することになり、千葉県における

高度先進医療の実現に貢献できると考えられる。 

 

④県が行う必要性 

＜評価視点＞ 

・なぜ県が行うのか(受益者で

はできないか)。 
・県以外に同様の研究を行っ

ている機関等がある場合、

なぜ本県でも行うのか。 

千葉県にはゲノム及び遺伝子研究の専門研究機関のクラスタ

ーがあり、他の地域に比較し研究基盤が整っているといえるが、

研究用サンプルの整備が無ければ有効な成果も得ることはでき

ない。当センターには匿名化された研究用の成人癌組織が6000

を超えて保管されているほか、全国の小児がん組織バンクにも

なっており、研究基盤を利用して効率よく成果が得られる環境

となっている。成人がんについては、本課題で得られた様々な

データは、県民由来のものであり、そのニーズに直結した成果

の創成につながると強く期待される。 

  

2.研究計画の妥当性及び達成

の可能性 

＜評価視点＞ 

・研究計画が研究を遂行するの

に適切か。また、研究計画を

達成することができるか。 

研究材料について：小児がんは、全国の臨床施設から集まっ

た当センターの神経芽腫組織バンクのサンプルを用いる。これ

らのサンプルには、これまでに蓄積した各種予後マーカーや臨

床経過などの貴重な情報がデータベースとして整備されてお

り、本課題の遺伝子発現及びゲノム異常のデータを加えること

により、効率よく重要な遺伝子の同定が行える環境にある。 

成人がんのサンプルは、当センターにて採取され組織バンクに

保管されたものを用いるため、得られた成果は県民にいち早く

還元できる。また、本研究所は臨床との密な連携が可能であり、

臨床及び県民のニーズに即した課題設定が可能である。 

研究手法について：これまでに当センター内でのゲノム解析

的手法の充実を図ってきたほか、必要な最新の解析手法は他施

設との共同研究を組むことで効率よく実施できる体制にある。 

・がん診断ＴＲとして、非常に高いレベル

の成果が得られている。計画も妥当であ

り、達成の可能性も高い。 

・独創的で大きな研究成果が期待できる。 

■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.研究資源の妥当性 

＜評価視点＞ 

・研究費や人材等が研究を遂行

するのに適切か。 

研究費：県研究費に加え、文科省科学研究費、厚労省科研費

の補助を受けて研究を行っている。 

研究者構成：県職員２名、研修生等２名で進めている。 

共同研究施設：国内の複数の大学の研究グループおよび国内

の企業と共同研究を進めている。 

また解析の進め方、臨床におけるニーズの把握については、

当センターの医療局と連携を行っている。 

・神経芽腫に関しては、大変に妥当である。

その他のがん腫については、より詳細な

検討が必要と思われる。 

・大型研究費の獲得が望まれる。 

■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 
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4.研究成果の波及効果及び発

展性 

＜評価視点＞ 

・研究成果が他の学術・産業分

野に及ぼす影響は大きいか。

また、将来の発展性がある

か。 

がんの悪性度に強く関わるゲノム異常及び遺伝子発現の情報

を網羅的かつ多検体について蓄積・解析することにより、発が

んの基本メカニズムに関わる重要な候補遺伝子が効率良く同定

でき、ひいては、その作用機序を利用した新しい治療法の開発

や創薬に発展させることができると期待される。また、同定さ

れる遺伝子は、臨床経過情報を用いた詳細な関連解析を行うこ

とにより、がんの予後診断、リスク分類の構築にも利用できる。

このような診断システムの開発は、がんの治療成績向上や病後

の生活の質を重視した質の高い医療を県民に提供することにつ

ながる。当センターで進めている遺伝子発現とゲノム異常パタ

ーンを組み合わせた診断システムはまだ例が少なく、千葉県発

のユニークなものである。以上のように、本研究は、テーラー

メイド医療の実現に重要な貢献をするとともに、県民の健康福

祉の向上及び医療費の削減など、様々な形での社会への還元と、

産官学からなる多施設連携により実用化のノウハウを共有し、

更なる発展が期待される。 

・臨床応用のバリデーションのステージま

で進んでおり、発展性が期待される。 

■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 

総合評価  

 

 

 

 

 

・極めて高い質の研究成果を挙げており、

また、実用化も進んでいる。 

・臨床的意義が非常に高い。 

・「Cancer Cell」誌での論文発表以来、着

実に研究が進展している。臨床応用に改

良を行って継続して研究を進めており、

高く評価できる。 

・情報処理技術をも応用し、ゲノム情報か

らの臨床応用に必要な情報の抽出を試み

ており、高く評価できる。 

 

■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 
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平成２０年度がんセンター（研究局）課題評価調書（兼）評価票（中間評価） 
江角 浩安・中地 敬 部会構成員氏名 

野田 哲生・宮園 浩平 

 

試験研究機関長名 竜 祟正 

研究課題名 
がんの※ゲノム・発現解析から同定した神経関連遺伝子の細胞増殖促進機

構の解明と創薬への応用 
研究期間 平成１５年度〜平成２５年度 

研究の進捗状況及び 

今後の研究計画 

[目的] 
 ※予後の悪い※神経芽腫に多い蛋白質であり、神経発生の過程で機能することが示唆されている蛋白質が神経芽腫の増殖分化をどのよ

うに制御しているかを解析することにより、正常神経発生に関する新たな知見を得るとともに、神経発生と神経芽腫の関連性の検討を行

う。その結果から、新しい診断法と、より安全性の高い治療法の開発への足がかりになる基礎的情報を得る。 
[結果] 
 ①予後の悪い神経芽腫に多い蛋白質が、神経発生に働く遺伝子の継続的な発現を引き起こし、細胞増殖能を高くすることが示された。

②当該蛋白質は、ある種の神経変性疾患の原因蛋白質とお互いの機能を抑制し合うことにより、神経発生に働く遺伝子の転写抑制と神経

細胞死をおこすと考えられ、神経発生と神経細胞の維持に関与していることが示唆された。③当該蛋白質は、神経※幹細胞の維持に必要

な神経発生関連蛋白質に結合してその効果を阻害し、未成熟な神経発生を起こすことが示唆された。 
[今後の研究計画]  
 神経芽腫の発生母地となる※神経堤細胞や※交感、副交感神経、※副腎髓質細胞などで予後の悪い神経芽腫に多い蛋白質の発現がおこ

るトランスジェニックマウスを作製している。この※トランスジェニックマウスの胎仔を用いて、予後の悪い神経芽腫に多い蛋白質と神

経発生関連蛋白質の関係、神経堤細胞や神経細胞の増殖分化について発生過程を追って検討する。 

評 価 項 目 

＜評価視点＞ 
説       明 所見・指摘事項等 評価 区分 

1.研究の必要性や重要性  

・神経芽腫の発症・進展の分子機構を解明

するためには、大変重要な研究である。 

□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 

①研究課題の必要性 

＜評価視点＞ 

・具体的問題や県民、関係産

業界のニーズを踏まえてい

るか。 

少子高齢化にともない、高頻度におこる小児腫瘍である神経

芽腫の治癒率の向上は重要な課題である。さらに本研究で解析

している蛋白質は神経発生に関与しているので、神経再生研究

に発展しうる可能性がある。これは、高齢化社会における生活

の質の向上と、新たな産業分野の開拓のための基礎となりうる。

 

②県の政策等との関連性・政

策等への活用性 

＜評価視点＞ 

・県の政策、施策、計画、行

政ニーズ等とどのように関

連し、活用していくのか。 

本研究は、現在千葉県がかかげている取組のうち、高齢者や

障害を持つ人の生活の質の向上と小児医療体制の向上に関連し

ている。本研究の成果を基礎として、小児腫瘍の治癒と神経系

の障害を持つ人や高齢者の医療費の軽減のために活用すること

が期待される。 
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③研究課題の社会的・経済

的効果 

＜評価視点＞ 

・研究成果が、誰にどのよう

な利益や効果をもたらす

のか（直接、間接、県民全

体等）。 

本課題の遺伝子の機能解析は、創薬につながる基盤的研究で

ある。小児、高齢者、障害を持つ人の治癒率が向上し、救済さ

れることは、その家族も救済されることであり、ひいては社会

全体としての生活の質の向上につながる。 

 

 

 

④県が行う必要性 

＜評価視点＞ 

・なぜ県が行うのか(受益者で

はできないか)。 
・県以外に同様の研究を行っ

ている機関等がある場合、

なぜ本県でも行うのか。 

千葉県がんセンター研究局は、神経芽腫に関する情報と研究

材料が蓄積され、その規模は世界的にも有数のものであること

から、神経芽腫の研究が効率よく行える施設である。神経芽腫

の組織バンクとそこから※同定された遺伝子は千葉県発のオリ

ジナルなものであり、県の貴重な研究財産である。 

  

2.研究計画の妥当性及び達成

の可能性 

＜評価視点＞ 

・研究計画が研究を遂行するの

に適切か。また、研究計画を

達成することができるか。 

培養細胞だけでなくマウス個体を用いた研究計画は、当該分

子の成体内での機能をより正確に評価するのに適しているの

で、その後の応用の可能性も検討できる。マウスの繁殖、成長

には時間が必要なので、マウスを用いた研究には時間がかかる

が、研究計画は可能なものである。  

 なお、予後の悪い神経芽腫に多い蛋白質と神経変性疾患関連

蛋白質の研究について特許申請中である。 

・※ＬＭＯ３及び※ＨＥＮ２の神経芽腫発

症・進展における機構解析は大変に妥当

な計画となっており、達成の可能性も高

い。 

・独創的で大きな研究成果が期待できる。 

□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.研究資源の妥当性 

＜評価視点＞ 

・研究費や人材等が研究を遂行

するのに適切か。 

研究費は、文部省科研費が本研究課題に対して平成２０年度

から３年間交付される予定である。調査、計画、実験、考察全

般を県職員１人で行うため、研究の執行の費用は適切と考えら

れる。 

・現在、研究推進を担当する人材だけでは、

「創薬への応用」の点で不足している。 

・大型研究費の獲得が望まれる。 

□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.研究成果の波及効果及び発

展性 

＜評価視点＞ 

・研究成果が他の学術・産業分

野に及ぼす影響は大きいか。

また、将来の発展性がある

か。 

現在までに神経堤細胞の分化に関わる蛋白質が神経芽腫の発

生に関与する可能性を示してきた。神経堤細胞を含む神経幹細

胞と発がんの関連性は近年、世界的に注目される課題である。

本研究で解析した蛋白質は神経幹細胞の増殖分化に関わること

が示唆されたので、今後の神経発生、神経幹細胞と発がんの関

連性の研究にも発展できる。小児の神経芽腫だけでなく、成人

の神経系腫瘍の診断治療にも応用できる遺伝子であれば、千葉

県の経済的な利益につながる可能性もある。神経発生に関係す

る蛋白の研究のもうひとつの利点は、神経疾患の治療に還元で

きる可能性である。実際に神経変性疾患との関連性を示唆でき

たことから、神経疾患の治療や、神経再生に発展する研究にな

りうる。 

・他に例を見ない包括性かつ詳細な解析に

より同定された遺伝子群の機能解析であ

り、高い優位性を有する研究課題である。 

□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
２
 



 

総合評価 

 

 

 

 

 

 

・大変に重要な研究課題であるが、今後は、

如何に創薬に結びつけるかが大切になっ

てくると思われる。 

・臨床的意義が非常に高い。 

・創薬の標的になるか否かは、現時点では

評価できない。 

・Publicationもあり、順調に進んでいる。 

 

 

□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
３
 



平成２０年度がんセンター（研究局）課題評価調書（兼）評価票（中間評価） 
江角 浩安・中地 敬 部会構成員氏名 

野田 哲生・宮園 浩平 

 

試験研究機関長名 竜 祟正 

研究課題名 
がん※幹細胞とその微小環境を標的とした新規細胞治療法開発に関する基

盤研究 
研究期間 平成 18年度～平成 20年度 

研究の進捗状況及び 

今後の研究計画 

近年、正常な組織幹細胞に似た特徴を持つ「がん幹細胞」の存在が提唱され、がん再発の母体になっているのではないかと推定されて

いる。このがん幹細胞は腫瘍形成能力が旺盛であることが報告されている。ところで、がん細胞が体内で十分に増殖し、腫瘍組織を形成

するためには、「がん関連間質」と呼ばれる特殊な組織の形成が大きく影響する。したがって、がん幹細胞は、がん増殖にとって重要な

間質形成能力が高いことが予想される。がん幹細胞は正常な組織幹細胞が持つ蛋白質（幹細胞マーカー）を細胞表面に持つことが報告さ

れる。しかし、これらの蛋白質の機能は不明な点が多く、これらががん幹細胞の腫瘍形成能力を高めるための本体であるのか否かを研究

することは、今後の治療法開発に対して重要な知見を与えると考える。そこで本研究では、ある種の幹細胞マーカー蛋白質の機能解析か

ら、幹細胞性とがん関連間質形成との関連性を検討している。 

昨年度の研究進捗状況と今後の予定 

1) 細胞増殖機構における幹細胞マーカー蛋白質の機能解析 

 ヒト大腸がん細胞由来の一部の※細胞株で発現している幹細胞マーカー蛋白質について、細胞増殖に機能することを仮定し、試験管内

での培養中に抗体を投与した。その結果、細胞増殖の遅延が見られた。このことは抗体療法への発展性を示唆すると考え、学会で報告し

た。 

2) 幹細胞マーカー蛋白質の機能推定 

 蛋白質の機能を推定するために、コンピュータを用いて、データベース内に含まれる他の蛋白質の情報と比較することを通常行う。し

かし、これらの手法では、当該蛋白質の機能を推定しうるような既知の構造を見出せなかった。そこで、蛋白質の一部を変えた変異蛋白

質を作製し、正常型蛋白質との比較によって検討することを試みている。研究対象である蛋白質は細胞表面に存在するが、作製した変異

型蛋白質も同様に細胞表面に存在することを確認した。今後は、作製した変異型蛋白質を発現する腫瘍細胞を作製し、その細胞増殖・造

腫瘍能への影響を検討する予定である。 

３）がん関連間質形成における幹細胞マーカー蛋白質の機能解析 

 幹細胞マーカー蛋白質の発現を人工的に増加・減少させたヒト大腸がん細胞株を作製し、※ヌードマウス体内での腫瘍形成及び腫瘍組

織を検討している。その結果、当該蛋白質は腫瘍形成に機能することを示す結果が得られた。今後は、この腫瘍形成遅延の分子機構を病

理学的あるは細胞生物学的に検討する予定である。 

評 価 項 目 

＜評価視点＞ 
説       明 所見・指摘事項等 評価 区分 

1.研究の必要性や重要性  

・今後のがん治療・がん※創薬にとってが

ん幹細胞の機能解析は必須であり、大変

重要な研究である。 

・※ｐ７３の生物学的解明とすれば、良い

研究である。 

 

□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
４
 



①研究課題の必要性 

＜評価視点＞ 

・具体的問題や県民、関係産

業界のニーズを踏まえてい

るか。 

がんの予後を悪くする要因として治療耐性の獲得によるがん

の再発があげられる。これは治療抵抗性が高いと考えられてい

る「がん幹細胞」が、治療後にも残存するために起こることが

予想される。したがって、がん幹細胞の※同定は、がんの生物

学的特性を解明するだけでなく、がん治療を根本から変えうる

ほどの影響力を秘めている。がん幹細胞の存在はまだ仮説の段

階であり、その証明が医学研究へ与えるインパクトは非常に大

きい。そこで当センター研究局においても、研究局横断的な研

究課題として、がん幹細胞に着目した新規がん治療法を開発す

るための基盤研究プロジェクトがすでに始まっている。本課題

は当該プロジェクトの一部を担っている。 

 

 

  

②県の政策等との関連性・政

策等への活用性 

＜評価視点＞ 

・県の政策、施策、計画、行

政ニーズ等とどのように関

連し、活用していくのか。 

「健康県ちば」との関連性 

 「千葉県がん対策推進計画」において、千葉県がんセンター

はがん対策の中枢を担う施設として位置づけられており、その

研究局はがん研究を推進し、がん医療へ貢献することが使命で

ある。前述したように、がん幹細胞の証明は、従来のがん治療

を大きく変える可能性を秘めているため、本課題を遂行する意

義は大きい。 

「千葉新産業振興戦略」との関連性 

 千葉県は複数のバイオクラスターを整備するなど、バイオ先

進県としての事業を展開している。この事業をさらに発展させ

るためには、県立試験研究機関には、付加価値の高い産業創出

のシーズになりうる基礎研究を遂行する義務がある。本課題は

創薬を目指した基盤研究であり、この成果は医療のみならず、

千葉県が目指すバイオ産業振興のニーズを満たすと考える。 

「世界にひらくちから」との関連性 

 がん幹細胞に関する基盤研究は、世界的にみて萌芽期にある。

したがって、この存在を証明することは、千葉県立試験研究機

関の高い技術力を国内外に示すことにつながり、千葉県の国際

的知名度を向上させることとなる。 

また、そこから千葉県民である誇りも生まれると考える。 

 

③研究課題の社会的・経済

的効果 

＜評価視点＞ 

・ 研究成果が、誰にどのよ

うな利益や効果をもたら

すのか（直接、間接、県

民全体等） 

本課題によってがん幹細胞の性質を明らかになれば、その特

性に着目した治療法の開発に発展させることも可能である。し

たがって、がんによる死亡者数を減少させ、県民の保健衛生の

向上につながることが可能となり、また、新たな産業の発展に

つながれば、千葉県の振興につながる。 

 

 

 
２
５
 



 

④県が行う必要性 

＜評価視点＞ 

・なぜ県が行うのか(受益者で

はできないか)。 
・県以外に同様の研究を行っ

ている機関等がある場合、

なぜ本県でも行うのか。 

県民の健康づくりを目指す上で、がん診療の向上は重要な政

策課題である。最近、病院間や地域間におけるがん患者５年生

存率の格差が問題になっているが、これを解消するためには、

がん治療の研究成果は直ちに医療の現場へ広くフィードバック

される必要がある。したがって、利益を追求しない公共の研究

機関、すなわち県立研究機関で行われる必要がある。 
がん幹細胞の研究は世界中で活発に行われている理由は、がん

幹細胞の研究ががん治療を変えうると考えられるからである。

がんによる死亡者数は世界的にみても年々増加の一途をたどっ

ており、多くの研究者が集中して研究すれば、その成果の蓄積

も加速し、がん診療の向上につながると考える。 
 

  

2.研究計画の妥当性及び達成

の可能性 

＜評価視点＞ 

・研究計画が研究を遂行するの

に適切か。また、研究計画を

達成することができるか。 

昨年度の内部評価調書に記載した予定研究計画は、ア）幹細

胞マーカー蛋白質からの※シグナル伝達経路の解明、イ）当該

蛋白質の発現を人工的に変化させたヒト腫瘍細胞の細胞増殖に

関する研究、ウ）当該細胞の実験動物体内での腫瘍形成能力の

検討と、その腫瘍の病理学的検討であった。実験ア）について、

研究の進捗は予定どおりである。機能ドメインの特定はシグナ

ル伝達経路を解明するための糸口となりうるため、本年度は研

究の進展が加速されると予想する。実験イ）については、当該

蛋白質発現を変化させた細胞の性状について、当初の計画では

想定していなかった興味深い実験結果も得られたので、予定以

上の成果が蓄積しつつある。実験ウ）の進捗は、まだ着手した

段階にいる。しかし、動物を用いた実験は結果が出るまでに長

い期間を要するので、想定内の進捗である。 

 以上のように、昨年度に計画した研究成果が確実に成果を生

み出している現在の状況から考えて、研究計画は概ね妥当であ

り、研究計画達成の可能性は十分に高いと考える。 

・元々遺伝子機能解析とされてはどうか。 

・大腸がんにおける幹細胞マーカーとして

の※ＣＤ１３３は、いまだその評価が確

立しておらず、今後の研究推進の難しさ

が予想される。 

□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.研究資源の妥当性 

＜評価視点＞ 

・研究費や人材等が研究を遂行

するのに適切か。 

研究費について 

本研究課題の内容で、文部科学省科学研究助成金（若手研究B、

平成１９年度から平成２０年度まで）を獲得した。平成２０年

度分として、直接経費１３０万円、関節経費３９万円が支給さ

れた。千葉県からの研究費と合わせて、約２００万円強が、現

在の研究資金額である。本研究内容と照らし合わせて、過不足

のない金額であると考える。しかし、来年度以降も研究を持続

し推進するためにも、新たな外部資金の獲得に向けて、努力を

していく予定である。 

人材について 

現在、千葉大学大学院修士課程の学生１名が参画して、研究を

・神経芽腫のケースとは異なり、大腸がん

解析に関しては、そのノウハウが本研究

局には蓄積されていない点は問題であ

る。 

□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
６
 



進めている。本研究内容は臨床検体を用いた大規模な網羅的研

究ではないので、大人数を必要としないので、現状は適正な人

数であると考える。 

4.研究成果の波及効果及び発

展性 

＜評価視点＞ 

・研究成果が他の学術・産業分

野に及ぼす影響は大きいか。

また、将来の発展性がある

か。 

研究局では現在、※神経芽腫などのがん幹細胞同定が本課題

と平行して進められている。これらの成果を比較することがで

きれば、様々な臓器のがん幹細胞の共通性を見いだす可能性が

予想される。このことは、異なる臓器腫瘍のがん幹細胞の同定

を容易にすることができ、その結果、がん幹細胞を標的とした

新規治療法の開発へと展開できる。さらには、がん幹細胞と正

常組織幹細胞の間に存在しうる「幹細胞としての共通性」にも

言及することができれば、正常組織を構築する幹細胞の同定を

容易にし、組織工学などの科学の発展に対する波及効果は大き

い。さらには、これらの研究成果に基づく再生医療・移植医療

をさらに進展させうる可能性は十分に想定できる。 

新規がん治療や再生・移植医療は、先進医療として、企業の注

目度は高いと考える。したがって、がん診療の向上という健康

福祉行政への寄与に加えて、地域再生といった長期的な波及効

果も期待される。すなわち、本研究成果の産業化は、医療産業

の新興や企業の誘致につながり、雇用創出並びに企業からの納

税や知的財産権による収入を生み出す可能性を秘めている。 

 

 

・説明は※p53 を中心としたものであった

が、詳細な研究を行っていることは評価

できる。 

・発展性は認められるが、優位性の点で問

題がある。 

□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 

総合評価  

 

 

 

 

 

・基礎的研究で、遺伝子機能解析としては

評価できる。 

・p53の転写制御は面白い。 

・p53の転写制御の研究の必要性・戦略が明

確でない。 

・がん幹細胞の研究は、どの位一般化でき

るのか不明である。 

・大腸がんの解析に関しては、本研究局の

優位性は低い。神経芽腫の解析により得

られる情報を積極的に活用して欲しい。 

 

□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
７
 



平成２０年度がんセンター（研究局）課題評価調書（兼）評価票（中間評価） 
江角 浩安・中地 敬 部会構成員氏名 

野田 哲生・宮園 浩平 

 

試験研究機関長名 竜 祟正 

研究課題名 
千葉県における大規模※前向きゲノムコホート研究による生活習慣病罹患

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 

研究の進捗状況及び 

今後の研究計画 

千葉県大規模分子疫学コホート調査研究計画は平成２０年に先行調査（プレコホート調査）を行い、平成２１年度より本格的な大規模

分子疫学（ゲノム）コホート調査研究に入る。 

［研究の進捗状況］ 

先行調査は介入研究を含む千葉県大規模コホート研究を構築するための意識調査として、千葉県に在住している健康な一般住民約５０

０人（２０－７４歳の男女）を対象とし、飲酒、喫煙及び肥満に関係があることが分かっている遺伝子※ＡＬＤＨ２、※ＧＳＴＭ１及び

※ＡＤＲＢ３の多型解析を用いた体質診断による疫学調査とその成果還元についての意識調査（アンケート調査）を行うことにより、遺

伝子情報を個人が知ることの是非、社会的効果、対象検査項目の拡大の是非等について、県民の認識や意識を把握することを目的とする。

さらに、健常人を対象としてゲノムコホート研究への参加を募った場合、どのぐらい参加が見込まれるか？参加しない理由は何である

か？解析結果を返却した場合、参加者がどの様に反応するのか？などの調査を行うことにより、長期的分子疫学コホート研究事業の実施

における課題を明確にし、解決策を得ることを目指す。県健康福祉部、病院局、千葉県衛生研究所と検討した上、先行調査研究計画案等

を策定した。現在千葉県がんセンター倫理審査委員会で審査中である。 

［今後の研究計画］ 

平成２１年度より本格的な大規模分子疫学（ゲノム）コホート調査研究事業を展開する。先行調査でモデル実施した調査を県内の集団

検診実施市町村へ拡大し、継続する。健康で普通に日常生活ができる千葉県民を対象とし、最終的に３０万人以上を３０－５０年にわた

って追跡調査することにより、遺伝的多型に基づく個人の体質とがんを含む生活習慣病の関係を明らかにし、その成果を県民の健康福祉

向上のために還元することを目標とする。具体的には、本事業推進の初期５ヵ年において、下記のことが計画されている。 

１．基盤的研究資源の整備 

 千葉県衛生研究所と連携し、千葉県内で行われる市町村健診、ちば県民保健予防財団健診等における被健診者を対象とし、十分な説明

と同意を得た後、基本調査票による問診、一般健診検査及び採血を行う。得られた個人情報及び血液検体は全て連結可能匿名化され、デ

ータセンター及び検体センターへそれぞれ厳重に保存される。第一次５ヵ年目標協力者数は３～５万人である。 

２．遺伝子多型解析及び相関研究 

がん、循環器疾病を含む生活習慣病関連候補遺伝子ＳＮＰ解析は年に２～３箇所程度行われる。その遺伝子型解析結果に基づき、がん等

罹患率低い（人口の０．００１％程度）、研究が必要な対象数が比較的大規模(数十万人）の疾患について観察研究を主体に行い、疾病罹

患リスクを評価する。また、循環器疾患等有病率高い（人口の１０％程度）、研究が必要な対象数が比較的小規模(数千人)の疾患につい

て、介入研究を主体に行い、生活習慣改善による疾病罹患率、重症度、予防との関連を検討する。 

３．ゲノムコホート研究事業の広報 

体質と遺伝子の関係に関する認識及びその有用性を県民に普及するため、ホームページ、パンフレット、ビデオを作製し、講演会等を行

う。これらの手段により、県民の分子疫学に関する知識および体質と疾病との関係への理解を高める。 
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評 価 項 目 

＜評価視点＞ 
説       明 所見・指摘事項等 評価 区分 

1.研究の必要性や重要性  

・本来重要な研究である。 

・充分な研究体制が必要である。 

・重要な研究であるが、いまだに地域とし

てのゲノムコホートの必要性を明確にす

る必要がある。 

 

□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 

 

 

 

①研究課題の必要性 

＜評価視点＞ 

・具体的問題や県民、関係産

業界のニーズを踏まえてい

るか。 

千葉県においては今後２０年間に人口の急速な高齢化が進行す

ることから、がん罹患率の低減などによる疾病罹患ピークを抑

制し、循環器疾患など発症時期を遅らせることにより、健康寿

命の延伸や医療費の抑制に取り組むことが必要である。本研究

が推進されれば、県民の生活習慣・遺伝子型・生体指標と疾病

との関連を明らかにすることが期待できる。その結果、個人に

対応した疾病発生リスク評価システムの構築が可能となる。そ

こで、構築された評価システムは多様な個人の状態に応じた生

活習慣是正による疾病予防対策の根拠を与えるものとなる。 

 

②県の政策等との関連性・政

策等への活用性 

＜評価視点＞ 

・県の政策、施策、計画、行

政ニーズ等とどのように関

連し、活用していくのか。 

本研究により得られた研究成果は先進的かつ効果的健康増進

対策の立案及び健康施策の実行・効果評価に科学的な根拠を提

供するものである。さらに、その成果を活用して、行政の面で、

人的・物的・経済的資源を効率的にハイリスク集団及び投資効

果の高い疾病に投入できることが期待される。 

 

③研究課題の社会的・経済

的効果 

＜評価視点＞ 

・研究成果が、誰にどのよう

な利益や効果をもたらす

のか（直接、間接、県民全

体等）。 

本研究の研究成果を活用して、個人の面で、一人ひとりに適

合した予防法を作成することにより、モチベーションを高め、

精度と効果に優れた予防が可能となる。医療の面で、個人の体

質に基づいた最適な治療法を選択できる。県民全体の健康・福

祉・医療の質の向上及び次世代の健康づくりに確実な効果をも

たらすと予想される。 
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④県が行う必要性 

＜評価視点＞ 

・なぜ県が行うのか(受益者で

はできないか)。 
・県以外に同様の研究を行っ

ている機関等がある場合、

なぜ本県でも行うのか。 

千葉県は、全国２位のスピードで人口の高齢化が進んでいる。

今後２０年間に人口の急速な高齢化が進行するとともに、がん

や循環器疾病等生活習慣病の発症ピックに入るため、疾病予防

を軸とした対策が健康施策上も医療経済上も急務である。 

現在、全国で生活習慣病に関するゲノムコホート研究は自治

医大のＪＭＳ研究、山形大の分子疫学研究及びＪ－ＭＩＣＣ(日

本多施設共同コホート)研究があるが、行政が主体に取り組む広

域を対象とした健康・福祉・医療の質の向上及び次世代の健康

づくりを目的とした研究事業ではない。また、これらの研究は

いずれもベースライン調査段階で進行中であり、研究成果はま

だ出ていない。地域差や千葉県の現状を考えて、千葉県で大規

模ゲノムコホートを行うことが必要である。 

また、本研究では広く県内の医療施設や保健所を網羅した解析

を行うため、県内の専門的機関である衛生研究所との連携が必

須であり、県の施設でなくては効率良く成しえないものである。

大規模なサンプル収集とそれに附随した医療および健康情報の

蓄積を成し遂げれば千葉県独自の貴重な財産となり、その研究

資源を用いた研究成果は県民にいち早く還元されることにな

る。 

 

  

2.研究計画の妥当性及び達成

の可能性 

＜評価視点＞ 

・研究計画が研究を遂行するの

に適切か。また、研究計画を

達成することができるか。 

本研究は健康診断、医療情報などを広く統括している衛生研

究所と連携して推進する。県内で行われる市町村健診、ちば県

民保健予防財団健診等における被健診者を対象とし、動的コホ

ート調査方式により年々協力者を追加し、最終的に千葉県人口

の５％に相当する３０万人程度の募集を目標とする。 

 血液等検体の保存及び遺伝子解析は、がんセンター研究局で

行う予定である。研究局では、これまでに小児がんについてが

ん組織及びデータバンクを整備し、その規模は全国規模となっ

ている。遺伝子解析技術は既に確立されており、これらのデー

タを効率よく疫学的解析に役立てることが可能である。また疫

学研究部は千葉県がん登録の登録室として1975年以降千葉県の

がん罹患の 7 割を把握しており、県内のがん患者の発生と予後

の追跡について実績を有している。がんセンター研究局のノウ

ハウを活かして、研究計画の達成が可能と考える。 

・県レベルの研究テーマとしては、やはり

適当ではなく、達成に困難も予想される

のではないか。 

□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.研究資源の妥当性 

＜評価視点＞ 

・研究費や人材等が研究を遂行

するのに適切か。 

平成２０年に行う予定の先行調査の調査対象はちば健康予防

財団で健康診断を受ける一般住民５００人を予定している。本

研究課題の趣旨について文書による同意を得たのち、血液の採

取とアンケート調査を行う。匿名化された血液よりＤＮＡを調

製し、本研究終了までがんセンターの組織バンクで保存・管理

する。 

・ある時点で、完遂可能な研究デザイン、

規模にされると良いと思う。 

・研究計画の詳細は明らかではないが、長

期的な支援策を確立させる必要がある。 

□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 
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飲酒、喫煙及び肥満に関係があることが分かっている遺伝子

ＡＬＤＨ２、ＧＳＴＭ１及びＡＤＲＢ３の多型解析はがんセン

ター研究局で実施する。また、本研究で解析する遺伝子多型の

開示を希望する協力者には説明文書にて開示する。その際、結

果返却時のアンケート調査も行う。研究体制は当センターでは

県職員６名、任期付き研究員１名、技術員２名で構成する。 

4.研究成果の波及効果及び発

展性 

＜評価視点＞ 

・研究成果が他の学術・産業分

野に及ぼす影響は大きいか。

また、将来の発展性がある

か。 

アジアで初めてのゲノムコホート調査として、本研究は従来

行われていた疫学コホート調査と違い、遺伝子情報を合わせて

用いた解析により個人の体質や様々な生活習慣病の性質に合っ

た治療を行う※オーダーメイド医療実現にむけて有効な知見が

得られる。本研究により、県民、日本国民ひいてはアジア人の

生活習慣病の背景因子（遺伝要因、環境要因および両方の発病

での組み合わせ）が明らかにされる。それに基づき、※ゲノム

創薬の実現が可能となり、効果的な治療法や予防法が確立でき

る。したがって、健康寿命の延長、社会全体の活力の増進、及

び次世代の健康づくりに貢献できる。 

長期的に見ると、本研究で構築されたＤＮＡバンクとデータバ

ンクは県が独自に保有するもので、県の重要な財産となり、将

来疾患に関連した遺伝子的要素が次々に明らかになるにしたが

って、研究資源を使ってその知見を有効利用することができる。

また、そこから得られた成果は迅速に県民に還元することがで

きる。 

・完遂できれば素晴らしい。 

・県民自身の健康に対する意識の向上とい

う波及効果は認められる。 

□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 

総合評価  

 

 

 

 

 

・非常に重要な研究であるので、県のより

一層のサポートを期待する。 

・必要な研究である。 

・国レベルで行うべきゲノムコホート研究

等のがん疫学研究との色わけを、もっと

明確にすべきではないか。 

 

□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 
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平成２０年度がんセンター（研究局）課題評価調書（兼）評価票（中間評価） 
江角 浩安・中地 敬 部会構成員氏名 

野田 哲生・宮園 浩平 

 

試験研究機関長名 竜 祟正 

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〜平成２２年 

研究の進捗状況及び 

今後の研究計画 

当センターでは、腫瘍内とその周辺組織の微小環境の変化に着目し、転移の機序、悪性度の進展に及ぼす影響を分子細胞生物学的に明

らかにし、それらを応用し効果的に転移を抑制する方法を探ろうと研究を進めている。マウスの※ルイス肺癌細胞から分離した※転移能

の異なる細胞、及び高転移性※線維肉腫細胞を用い、島根大学及び筑波大学との共同研究により細胞質雑種 (サイブリッド) 法で解析を

行った。その結果、高転移性細胞由来のミトコンドリア遺伝子 (mtDNA) には病因性変異が生じていること、そのために、※活性酸素種

(ROS) の過剰発現が起こり、※HIF-1α及び※Mcl-1 の発現が上昇し、転移能も上昇することが判明した。また、抗酸化剤である

N-acetylcystein や Ebselen 処理が、mtDNA 変異が関与する転移の抑制に有効であることも見出した。そこで、ヒト乳がん細胞株で高浸

潤・高転移能を示すMDA-MB-231細胞を用い、ヒトがん細胞においてもmtDNA異常、ROS発現が転移能に影響するかを検討した。その結果、

MDA-MB-231細胞のmtDNAに複数の変異があることが判明した。また、低転移性であるHeLa細胞由来の細胞核と※MDA-MB-231細胞由来の

mtDNAをもつサイブリッド細胞は、ROSの高産生、Aktの高発現、低酸素や※グルコース欠乏による細胞死に対する抵抗性を示し、さらに

マウス移植実験において転移能も上昇することが判った。また一方、ヒト肺癌の転移部位でmtDNAの塩基配列の解析を行ったところ、い

くつかの変異を見出した。今後、ヒト癌由来培養細胞におけるmtDNA遺伝子変異と ROS産生の関連、遺伝子発現変化を解析するとともに、

患者検体において、初発部位と転移部位における mtDNA 遺伝子変異の比較解析を行う予定である。また、患者検体から分離したがん細胞

での ROSの発現、ミトコンドリアの形態変化について検証するとともに、抗酸化剤での転移抑制効果についても検討する予定である。 

評 価 項 目 

＜評価視点＞ 
説       明 所見・指摘事項等 評価 区分 

1.研究の必要性や重要性  

・転移機構の解明のみならず、その応用に

より、転移制御の可能性も大きく、非常

に重要な研究である。 

■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 

①研究課題の必要性 

＜評価視点＞ 

・具体的問題や県民、関係産

業界のニーズを踏まえてい

るか。 

現在、がんは千葉県民の死因第一位であり、今後は高齢化が

加速し、ますますがんに罹患する割合は増加すると考えられる。

転移を制するものはがんを制すると言われるように、転移の抑

制、予測はがん治療の上で重要な課題のひとつであり、県民の

ニーズは大きいと考える。 

 

②県の政策等との関連性・政

策等への活用性 

＜評価視点＞ 

・県の政策、施策、計画、行

政ニーズ等とどのように関

連し、活用していくのか。 

転移抑制に関する研究は、がん患者の※QOL の向上につなが

る取組であり、健康県ちば宣言プロジェクト、健康ちば 21 にい

う健康寿命の延伸に添ったものである。また、がん・生活習慣

病ネットワークの医療技術の質的向上に貢献できるものであ

る。さらに、本研究は転移抑制から一歩進め、転移予知診断に

応用できる可能性があり、患者個々、ひいては県民一人ひとり

にあったオーダーメイド医療にも貢献できるものと思われる。 
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③研究課題の社会的・経済

的効果 

＜評価視点＞ 

・研究成果が、誰にどのよう

な利益や効果をもたらす

のか（直接、間接、県民全

体等）。 

がんの怖さは転移することであり、転移を抑制あるいは予測

できればその社会的効果は計り知れない。またそのような方法

の開発は民間企業にとっても興味ある点でもあり経済的効果も

大きい。転移の抑制は、患者・家族にとって大きな精神的苦痛

からの解放であり、また入院・加療による経済的負担も軽減さ

れる。さらに、患者の社会復帰によって労働人口の確保、保険

費の軽減により間接的に県民全体への利益となる。 

 

 

 

④県が行う必要性 

＜評価視点＞ 

・なぜ県が行うのか(受益者で

はできないか)。 
・県以外に同様の研究を行っ

ている機関等がある場合、

なぜ本県でも行うのか。 

県の標榜する高度医療の充実を図る上で、本研究課題の独創

性を生かした医療技術開発は有効である。また、当課題は国内

で数カ所でしか行えないものであり、当センターは医療と研究

の直結した最適な研究条件にあり、他の追随を許さない。 

  

2.研究計画の妥当性及び達成

の可能性 

＜評価視点＞ 

・研究計画が研究を遂行するの

に適切か。また、研究計画を

達成することができるか。 

動物実験系でのmtDNA異常、ROS産生変化、核にコードされる

HIF-1α、Mcl-1 の発現変化などの成果が証明されており、実験

方法、使用機器についても経験をつんでいる。患者検体におけ

る実験においても、これらの経験は大きく貢献すると考えられ、

また実際、患者検体における転移巣での mtDNA 変異解析が可能

であることも検証済みである。したがって、本研究計画は妥当

と考えられ、達成の可能性も大である。 

・ひと試料の解析には充分な準備と技術の

開発が必要である。 

・研究計画全体としては妥当なものとなっ

ているが、どこまでを本研究局が行うの

かを明らかにして欲しい。 

□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.研究資源の妥当性 

＜評価視点＞ 

・研究費や人材等が研究を遂行

するのに適切か。 

研究費としては、県研究費、及び競争的外部資金を使用する

予定であり、 

研究遂行に問題は無い。 

 研究に携わる人材として、県職員１名、研修生２名、他機関

との共同研究を想定している。 

 したがって研究を遂行するに適切であると考える。 

・共同研究を上手に行ってほしい。 

・筑波大学と転出した本研究局研究員らと

の共同研究として推進されるのか、ある

いは、役割分担はいかに行うのか、明確

にすべきである。 

□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.研究成果の波及効果及び発

展性 

＜評価視点＞ 

・研究成果が他の学術・産業分

野に及ぼす影響は大きいか。

また、将来の発展性がある

か。 

ミトコンドリア DNA が発癌に関与するか否かは、多くの論文

がだされ世界的に論争がなされてきた。しかし、ミトコンドリ

アの遺伝子異常と活性酸素の過剰発現で転移能力が左右される

という観点は今までになく、我々独自の発想である。したがっ

てこの観点からの研究成果はこれから大いに上がると考えられ

る。また、活性酸素の過剰発現を抗酸化剤で抑制できるという

動物実験での検証が、ヒトにおいても実証されれば、抗酸化剤

の開発・転移抑制治療にむけて創薬業界の活性化ができるもの

と考える。 

 

 

・速やかな臨床応用が期待されるが、そこ

を推進するには力不足の感がある。 

□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
３
 



さらに、ミトコンドリア形態、DNA異常、活性酸素過剰産生等

の指標が明らかとなれば、転移予知診断という分野も活性化さ

れ、企業との連携によって予知診断分野の発展にもつながると

期待できる。 

総合評価  

 

 

 

 

・重要な研究である。 

・論文が「サイエンス」誌に報告されたユ

ニークな研究で面白い。ヒト検体での研

究にも期待したい。 

・今後のヒト腫瘍のサンプルの解析データ

との照合結果が重要となる。いずれにし

ても、移転制御を可能とする重要な研究

である。 

・ミトコンドリアの共同研究の中で、がん

センター研究局の研究者がどの点で、他

のグループが出来ない貢献をするのか、

明確にする必要がある。 

 

□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
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平成２０年度がんセンター（研究局）課題評価調書（兼）評価票（中間評価） 

 
江角 浩安・中地 敬 部会構成員氏名 

野田 哲生・宮園 浩平 

 

試験研究機関長名 竜 祟正 

研究課題名 Ｎｘｘｘタンパク質の生理学的および発がんにおける機能の解析 研究期間 平成１９年度～平成２３年度 

研究の進捗状況及び 

今後の研究計画 

散発性※神経芽腫の大部分は進行性かつ難治性であり、その新しい診断法及び治療法の開発に不可欠な神経芽腫進展における分子機構

の解明が急がれる。がんセンター研究局において神経芽腫を※予後良好群（Stage1,2およびN-myc非増幅）、予後不良群（Stage3,4およ

び N-myc 増幅）に分け、それぞれで特異的に発現する遺伝子を検索したところ 2000 以上の新規遺伝子が含まれていた。その中で※同定

された新規神経芽腫関連遺伝子Nxxxは神経組織特異的に発現するタンパクである。これまでにNxxxのひとつの分子種の発現は予後不良

の神経芽腫において多く、予後良好の神経芽腫において少ない傾向にあることが分かっている。また、同じファミリーに属する別のタン

パクの発現が予後不良の神経芽腫において少なく、予後良好の神経芽腫において多い傾向にあるという、正反対のパターンを示すことも

分かっている。しかし、Nxxx の詳しい機能についてはいまだ不明のままである。そこで本研究ではNxxx の生理学的機能における役割を

明らかとすることを目的としており、将来的には発がんにおけるNxxx の役割について解明したいと考えている。 

昨年度は株化された細胞を用いた実験系により、Nxxx が細胞の生理学的機能に及ぼす影響を解析した。その結果、Nxxx を株化細胞に

過剰発現させるとがん細胞としての機能がより増悪化されることが分かった。反対に、細胞における Nxxx の発現を抑制するとその機能

が弱まることも確認された。今後も引き続きNxxxの細胞内における機能に関して検索を行っていく。 

また、Nxxxは個体発生において特に神経系に多く発現され、成体においても神経系だけではなく、種々の器官・組織において発現が認め

られる。このことから個体の発生及び発達以後も、Nxxxが何らかの役割を担っていることが予想されるが、これまでのところ詳しい検索

は行われていない。そこで、Nxxx の遺伝子改変動物を作製し、Nxxx の個体発生及び発がんに与える影響を検索する。昨年度はそのため

の遺伝子改変ベクターの構築を行った。今後はこのベクターを用いて遺伝子改変動物を作製し、発生におけるNxxxの機能検索を行う。 

評 価 項 目 

＜評価視点＞ 
説       明 所見・指摘事項等 評価 区分 

1.研究の必要性や重要性  

・※ＮＬＲＲ分子は、バイオマーカーとし

ての重要性に加えて、神経芽腫の形質そ

のものを規定している可能性が示唆され

ており、その機能解析は大変重要である。 

・極めてユニークな研究である。 

・将来、重要な成果が得られる可能性があ

る。 

□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 

①研究課題の必要性 

＜評価視点＞ 

・具体的問題や県民、関係産

業界のニーズを踏まえてい

るか。 

千葉県の死因別死亡割合をみると、がん(悪性新生物)がその

およそ３割を占め第１位であり、その死亡者数は年々増加して

いる。新たながん治療法の開発は地域住民の生活の質の向上の

ために急務となっていると考えられる。 

  

 
３
５
 



 

②県の政策等との関連性・政

策等への活用性 

＜評価視点＞ 

・県の政策、施策、計画、行

政ニーズ等とどのように関

連し、活用していくのか。 

県民一人ひとりの健康づくりの推進の一環として、がんの新

規の診断法及び治療法開発を進めていくことにより、地域住民

の健康寿命の延伸、生活の質の向上による「健康ちば２１」の

実現に取り組んでいく。 

 

③研究課題の社会的・経済

的効果 

＜評価視点＞ 

・研究成果が、誰にどのよう

な利益や効果をもたらす

のか（直接、間接、県民全

体等）。 

本研究では神経芽腫から同定されたタンパクを対象としている

が、このタンパクは様々ながんに関与している可能性があり、

その機能を明らかとし、さらにそれをがんに対する新規の分子

標的治療法の開発につなげることができれば地域住民の生活の

質の向上に貢献でき、社会全体の利益となると考えられる。 

 

 

 

④県が行う必要性 

＜評価視点＞ 

・なぜ県が行うのか(受益者で

はできないか)。 
・県以外に同様の研究を行っ

ている機関等がある場合、

なぜ本県でも行うのか。 

本研究で対象としているNxxxが神経芽腫に関連していること

はがんセンター研究局において初めて明らかにされており、こ

のタンパクに関する研究は当施設において最も進んでいると考

えられる。これまでのところ類似の研究を行っている機関につ

いては報告がなく、また高度な専門的知識を必要とするため、

がんセンター研究局において行う必要があると考えられる。 

  

2.研究計画の妥当性及び達成

の可能性 

＜評価視点＞ 

・研究計画が研究を遂行するの

に適切か。また、研究計画を

達成することができるか。 

これまでにNxxxの発現が神経芽腫の予後と強く相関すること

が分かっている。また神経芽腫以外のがん細胞にも発現される

ことがあることから、Nxxx が神経芽腫のみならず様々ながんの

進展に何らかの影響を与えることが示唆される。また、Nxxx は

発達期の神経系組織において高く発現され、また神経系以外の

組織でも発現がみとめられることから、Nxxx は個体発生におい

て何らかの機能を果たしていることが考えられる。 

すでに本研究では細胞を用いた実験系により、細胞内におけ

るNxxxの機能の一端を明らかにしている。この研究成果を基に

して、すでに特許の出願を行っている（添付資料参照）。 

今後、細胞を用いた実験系によりさらにNxxxの機能を検索し、

遺伝子改変動物を用いた実験系から得られる新たな知見とあわ

せて、Nxxx の生理学的機能及び発がんにおける役割を明らかに

できると考える。 

・変異マウスの作製・解析までを視野に入

れて幅広い研究推進を計画しており、達

成の可能性も高い。 

・高い成果が上がると期待される。 

□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.研究資源の妥当性 

＜評価視点＞ 

・研究費や人材等が研究を遂行

するのに適切か。 

本研究に必要となる研究費は、文部科学省、厚生労働省、学

術振興会などの科学研究費より拠出し、本研究を遂行するのに

十分な研究費が確保できていると考えられる。 

 また、本研究にはポスドクや大学院生を含めて常時４名が従

事しており、必要な人材を確保できていると考えられる。また、

・機能解析に関しては、現在の研究資源で

妥当と思われる。 

■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 

 
３
６
 



他研究機関との共同研究を推し進めることにより、研究を遂行

するのに必要な環境を確保していく予定である。 

□不明 

4.研究成果の波及効果及び発

展性 

＜評価視点＞ 

・研究成果が他の学術・産業分

野に及ぼす影響は大きいか。

また、将来の発展性がある

か。 

本研究により、Nxxx の生理学的機能及びがん進展における役

割を明らかにすることができる。この情報は神経芽腫の新規診

断法及び治療法の開発に有益な情報を提供することが期待され

る。また、Nxxx は他のがんの発生機序にも関与する可能性があ

ることから、他の種類のがんに対しても、有益な情報を提供で

きる可能性があり、その場合がん治療の分野に与える影響は非

常に大きいものとなることが予想される。 

・現在の段階では、発現パターン等から、

ＮＬＲＲ分子を分子標的として捕らえる

ことは難しいと思われる。 

□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 

総合評価  

 

 

 

 

 

・ＮＬＲＲファミリーの機能解析は、神経

系のみならず、多くの組織細胞における

細胞増殖制御機構の理解に重要な知見を

もたらすと期待される。 

・極めて高い質の成果が期待される。 

・MAbが応用できれば、極めて面白い。 

 

□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
７
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用語解説 
 
【あ】 
アレイ CGH 

ゲノムアレイは、小さなガラス版上に、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断片を高濃度に貼り付けたもの。ＣＧＨは、正常なＤＮＡと、がん

など調べたい組織から調整したＤＮＡと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。 
アポトーシス 
  細胞の死 
【い】 
依存性受容体 

細胞に増殖と細胞死を誘導する細胞表面蛋白質 
【か】 
家族性筋萎縮性側索硬化症 

手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉がだんだんやせて力がなくなっていく病気。

筋肉そのものの病気ではなく、筋肉を動かし、かつ栄養している運動神経細胞が死んで

しまうため起こる。 

活性酵素種 

酸素が化学的に活性になった化学種をいう。 

カスペース 
細胞死制御に関する蛋白質酵素 

幹細胞 
がん細胞が増殖・分化する基となる細胞。 

がん抑制遺伝子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。 

がん幹細胞マーカーＣＤ133 
がん幹細胞に特異的に発現している蛋白質の１種。 

【く】 
グルコース 

ブドウ糖。 
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【け】 
ゲノム 

染色体（ヒトでは２３対）に組み込まれた遺伝子情報の総体。実体は、細胞の中の 
ＤＮＡ（遺伝子）。 

ゲノム創薬 
ゲノム情報を活用し、医薬品を作りだすこと。 

【こ】 
交感・副交感神 

交感神経は、日中の活発な動作の源になる神経。副交感神経は、交感神経と正反対の

働きをする神経。交感神経が優位なときには緊張した状態となり、副交感神経が優位な

ときは精神的にリラックスした状態となる。 
【さ】 
細胞株 

培養条件などを工夫し、ほぼ無限に増えるようになった細胞のこと。 
【し】 
シグナル伝達経路 

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になっているもの。 
受容体 

特定の刺激に対して、特定の種類の反応を引き起こすように感受する、蛋白質からな

るもの。 
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。 

神経堤細胞：神経発生の過程で、身体の抹消領域を支配する神経群の１つ。神経芽腫もこ

の細胞から発生している。 
【す】 
スクリーニング 

ふるいにかけ、条件にあったものを選び出すこと。 
【せ】 
線維肉腫細胞 

体中の至るところにあるコラーゲン線維を作る細胞が悪性化したものと考えられてい

る。 
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【て】 
テーラーメイド治療（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治療（医療）を行

うこと。 
転移能 

転移する能力 
【と】 
同定 

性質を明らかにすること。 

トランスジェニックマウス 

発生初期に受精卵に外来遺伝子を導入して得られる新しい形質のマウス。 

【ぬ】 
ヌードマウス 

先天的に無毛で胸腺が欠損しているマウス 

【ふ】 
副腎髄質 

副腎の内部にある内分泌性組織。自律神経の一機構としてストレス反応などに重要な

役割を持ち、身体の恒常性の維持に関与する。 

【ほ】 

ポスドク 
博士号を取ってすぐ後の研究者をさす 

ポリコーム 
  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。 

【ま】 
マイクロアレイ 

小さなガラス版上にＤＮＡ分子を高濃度に配置（アレイ）したもの。 
前向きコホート研究 

ある一定の時点から将来に向かって（前向き）遺伝子（ゲノム）情報を活用し、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（コホート研究）。 
【よ】 
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。 
予後良好群 

治療によって治癒する率が高い患者さんの集団。 

予後不良群 

治療によって治癒する率が低い患者さんの集団。 
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【り】 
リカンド 

蛋白質と特異的に結合する基質を一般にリカンドという。 
【る】 
ルイス肺癌細胞 

ルイス博士が樹立したマウス肺癌の細胞。 
【Ａ】 
ＡＤＲＢ３ 

肥満に関連する遺伝子。 
ＡＬＤＨ２ 

アルコール代謝酵素。ＡＬＤＨの遺伝子型を調べることにより、摂取したアルコール

に対する感受性が予測できる。 
【Ｂ】 
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。 

Ｂｍｉｌ 

染色体に恒常的に付着して、遺伝子の発現を調節する。 
【Ｃ】 
cDNA ライブラリー 

cDNA は遺伝子断片のことで、cDNA ライブラリーは、遺伝子断片を大量に集めカタ

ログ化したもの。 
ＣＤ１１３ 
  がん幹細胞マーカーＣＤ133：がん幹細胞に特異的に発現している蛋白質の１種。 
ＣＳＴＭ１ 

活性化したタバコの煙の中に含まれる発がん物質を解毒する酵素。 
【Ｄ】 
DNA チップ 

DNA を測定するための製品で、小さな基板の上に、数千から数万種類を規則正しく並べ

て固定したもの。 
【Ｈ】 
ＨＤＭ２ 
  がん遺伝子（正常細胞ががん細胞になるのを促進する遺伝子）に１つ。 
ＨＥＮ２ 
  Helix-loop-helixprotein2 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。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。 
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ＨＩＦ－１α 
酸素濃度が低い環境下におかれた細胞中で誘導され種々の遺伝子の発現を調節する転

写因子としてＨＩＦ－１があり、αとβサブユニットから構成される。ＨＩＦ－１αは

ＨＩＦ－１のαサブユニットのこと。 
【Ｋ】 
ＫｌＦｌＢ－β 

分子モーターとして細胞内物質輸送に働く遺伝子。 
【Ｌ】 
ＬＭＯ３ 

神経芽腫においてがん遺伝子として働くことを千葉県がんセンター研究局で初めて見

つけた。 
【Ｍ】 
Ｍｃｌ－１ 

細胞の死を抑制する作業を有するタンパク質の一つ。 
ＭＤＡ－ＭＢ－２３１細胞 

ヒト乳がん細胞株のこと。 
【Ｎ】 
ＮＥＤＬ１ 
  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。 
ＮＬＲＲ分子 
  細胞膜に存在する NLRR という受容体分子。 
Ｎｏｘａ 

  アポトーシス（細胞の死）誘導蛋白質の一つ。 

【Ｐ】 
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１つ。 
ｐ６３、Ｐ７３ 

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。 
【Ｑ】 
ＱＯＬ 

生活の質のこと。 
【Ｒ】 
ＲＯＳ 

活性酵素種の略語。 

【Ｕ】 
ＵＮＣ５Ｄ／５Ｈ４ 
  細胞膜にある新しい受容体遺伝子 
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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２０年８月２１日（木）１３：００～１７：００ 
 
２ 場 所  千葉県がんセンター 
 
３ 出席者 

（専門部会） 
  江角部会長、中地、野田、宮園部会構成員 

（千葉県） 
  （がんセンター研究局） 
  竜センター長、中川原研究局長、吉田事務局長 ほか 
                  
４ 内容 
（１）がんセンターの概要説明 
（２）各研究課題の説明、質疑・討議 
（３）全体討議 
 
 
 


