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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核的役割を果たすこと

を目的として昭和４７年に開設され、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。 

がんセンター研究局では、がんの発生や進展に関連する重要でかつ新規な

遺伝子の機能を解析することにより、がんの予防・診断・治療法の開発を目指

しています。さらに、平成１７年より千葉大学医学部薬学府の連携大学院とな

り、研究のみならず、臨床現場に即した研究を特徴とした教育カリキュラムを

作成しています。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１８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８の重点課題について、専門部会

構成員４人がそれぞれの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、今年度に大幅な組織改編を行い、臨床応用

を意識した研究への積極的な取組が行われており、全体として着実に研究が進

展しています。 

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、臨床現場や

対がん施策を担う行政機関との連携を強化し、研究をより有機的に発展させる

ことが必要なことです。 

 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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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 

プロジェクト代表研究者 
 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、事前評価１課題、中間評価７課題について、研究の必要性や重要性、

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８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、全体的には高く評価ができ、今後の研究の進展が期待される。 
また、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。 
 
研究課題名  ゲノム・エピゲノム異常を指標とした新規癌関連遺伝子の機能解析とその

ゲノム創薬への応用 
区分 研究の概要 総合評価 

採択したほうがよい 事前 
評価 

ゲノムアレイ※を用いて肺がん

等のがんの臨床検体のゲノム（細

胞の中の遺伝子）・エピゲノム（生

後の環境により書き換えられる

遺伝情報）の解析を行い、それぞ

れの遺伝子に合わせた治療を目

指す。 

・これまでの成果をもとに、発展を期待

する。研究は、当面は焦点をしぼるこ

とが大切である。 
・研究目標及び計画を基に、より焦点を

絞ることで明確化を図り、さらに達成

目標も具体的なものを示してほしい。

※ ゲノムアレイ・・・ちいさなガラス版上に、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。 
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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 
区分 研究の概要 総合評価 

継続したほうがよい 中間 
評価 

新規治療薬の開発を目的とし

て、発がんやがんの進展に関連

すると思われる約１５個の遺伝

子を絞り込んで調べ、新規診断

法開発のほか、具体的な創薬の

標的となる分子を明らかにし

た。また、その他のゲノム解析

から、発がんの新規原因遺伝子

を同定※し、その解析も進めた。

さらに、これら標的分子の多く

は発がんにおける重要分子であ

ることが多く、発がん機構の解

明も並行して進展させている。

・本研究は、小児がんに関する国内外の同

種の研究をリードしており、千葉県にお

ける科学教育の振興に大きく貢献する。

・神経芽腫について幅広い研究が進んだ。

特に ALK※の突然変異など興味深い成

果が得られた。 
・神経芽腫の全体像に迫る知見が蓄積され

つつあり、今後の更なる発展が期待され

る。 

※同定：検索し見つけること。 
※ALK：ALK 遺伝子のこと。ALK は Anaplastic Lymphoma Kinase の略。ある種の

リンパ腫で高度に活性化し、がんの進展に関与する遺伝子として見つかった。 
※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。頭蓋外固形腫瘍では最も頻度が高い難

治性腫瘍である。 

研究課題名  細胞性免疫治療と遺伝子治療の基盤研究と臨床応用 

区分 研究の概要 総合評価 

継続したほうがよい 中間 
評価 

がんの患部まで効率的に治療

用遺伝子を運ぶウイルス（ベク

ター）や従来の抗がん剤と併用

できるウイルスを作成した。 

今後は、新規インターフェロ

ン・ラムダ※、ビスフォスフォ

ネート※の細胞増殖抑制効果に

ついても検討する。 

・遺伝子治療研究は、国内で研究がやや低

迷していることから、継続して研究を進

展させてほしい。 
・in vitro※の研究成果をどのようにして

臨床レベルにまで持ち上げていくのか

が今後の課題である。 
・純粋な研究開発の面から評価すると、若

干、問題が見られる。 
※新規インターフェロン・ラムダ： 主にウイルス感染等で各種の細胞より産生される

生理活性物質で、生体防御反応を司る。 
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※ビスフォスフォネート：骨にカルシウムを沈着させる作用を有する化合物で、悪性

腫瘍の骨転移に伴う疼痛緩和等に使用されている。 
※in vitro：「試験管内において」という意味。 

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 
区分 研究の概要 総合評価 

継続したほうがよい 中間 
評価 

がん細胞の細胞増殖・細胞死

の仕組みに関係するがん遺伝

子・がん抑制遺伝子の機能や

役割を明らかにし、特に再発

に関与するがん幹細胞に対す

る新しい治療法を開発する。 

・幹細胞の研究は成果が期待される。がん

センター研究局内での共同研究も円滑

に行われており、成果が期待される。 
・神経芽細胞発ガンのメカニズムの解明に

大きな貢献をしている。肝がんの研究も

今後の進展が期待される。 
・がん治療を目指した優れた基礎研究であ

り、将来性も高い。 

 
研究課題名  地域がん専門診療施設のソフト面の整備拡充に関する研究 

区分 研究の概要 総合評価 

継続したほうがよい 中間 
評価 

地域がん専門診療施設で得

られる統計調査を実施・解

析・公表する。 
 また、千葉県がん登録事業

の中央登録室として症例を登

録し、県や市町村のがん対策の

策定や、効率的ながん検診の実

施、がん医療の向上に資する資

料を整備する。 

・中皮腫に関する研究が進展していること

は、高く評価できる。 
・がん登録とがん予防研究の併立は大変で

あるので、県としてもがん登録事業につ

いては、マンパワーなどの支援を行う必

要があるのでは。 
・国のレベルで推進される疫学研究との情

報交換と、これと対比しての独自性の明

確化が望まれるが、推進の継続が必要と

なることは明白である。 
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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 
区分 研究の概要 総合評価 

継続したほうがよい 中間 
評価 

抗癌剤が効かなくなってしま

う抗癌剤耐性という現象を克

服するための新たな手法の考

案が強く求められている。本

研究課題は、がん細胞に抗癌

剤が効く仕組みや耐性獲得の

メカニズムの解明をすること

で、耐性を克服するための新

たな手法および分子レベルの

治療薬のシーズを提供する。 

・着実に研究が進展している。 
・臨床応用を目指した戦略が分かりにく

い。 

 
 

研究課題名  発がんとがんの進展に関わる個体発生関連遺伝子の同定 

および遺伝子改変マウスを用いた機能解析 
区分 研究の概要 総合評価 

継続したほうがよい 中間 
評価 

がんの一種である神経芽腫と関

連が強い遺伝子を操作した実験

用のマウスを作り、がんの発生

や進行の状況を分析することで

新治療薬の開発や治療のための

モデル動物とする。 

・モデルマウスの実験は時間がかかるテー

マであるが、がんセンター研究局にとっ

て極めて重要である。更なる努力と発展

を期待したい。 
・in vitro※の研究を in vivo※に発展させ

るためにも、遺伝子改変マウスの研究は

不可欠である。 
・動物個体を用いた研究の継続は大変に重

要である。ただし、より密接な他グルー

プとの連携、そして、発がんモデルへの

展開を考える必要がある。 

   ※in vitro：「試験管内において」という意味。 
※in vivo：「生体内において」という意味 
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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 
区分 研究の概要 総合評価 

継続したほうがよい 中間 
評価 

DNAチップ※を用いてがん細

胞の遺伝子を網羅的に分析し

て、がんの発生、進展に関与

する重要な遺伝子を見つけ、

がんの性質に強い影響がある

ゲノム異常や遺伝子発現パタ

ーンを用いた新しい診断法や

リスク分類法の開発を行う。 

・当該研究は明らかに世界をリードしてお

り、ＩＢＭとの共同プロジェクトに選ば

れた理由も明らかである。 
・ALK※に関する研究など重要な成果が

得られた。 

※DNA チップ：小さな基板の上に、数千から数万種類の DNA を規則正しく並べて

固定したもの。一度に多種類の遺伝子の量の測定や染色体の異常を検索すること

ができる。 
※ALK：ALK 遺伝子のこと。ALK は Anaplastic Lymphoma Kinase の略。ある種の

リンパ腫で高度に活性化し、がんの進展に関与する遺伝子として見つかった。 
 



平成２１年度がんセンター（研究局）課題評価調書（兼）評価票（事前評価） 

部会構成員氏名 
江角 浩安・中地 敬 

野田 哲生・宮園 浩平 

試験研究機関長名 中川原 章 

研 究 課 題 名 ゲノム・エピゲノム異常を指標とした新規癌関連遺伝子の機能解析とそのゲノム創薬へ

の応用 
研 究 期 間 平成22年度～平成25年度 

研 究 の 概 要 癌においては、増幅・欠失などのゲノム異常と DNA メチル化・ヒストン修飾の異常により発現変化を起こすエピゲノム異常の両者が蓄積して悪性形質

を獲得している。そこで、ゲノムアレイ※を用いて肺癌およびその他のがんの臨床検体のゲノム・エピゲノム解析を行い、絞り込んだ異常領域をランド

マークに標的遺伝子の同定※を行い、その機能解析により、肺癌診断ツール・治療標的としての有用性を検討し、癌層別用のアレイの開発に向けた

遺伝子のカタログ化を進め、遺伝子型に合わせたテーラーメード医療※の実現を目指す。 

評価項目 説     明 所見・指摘事項等 評価区分 

1.研究の必要性や

重要性 

  

①研究課題の必要

性（具体的にど

のような問題が

発生しており

(発生すること

が見込まれ)、ま

た、どのような

県民、関係産業

界のニーズがあ

るのか。） 

我が国における死因別死亡者数は、昭和50年代後半にがんによる死亡

が脳血管疾患による死亡を上回った。以来30年以上にわたり我が国の

がん死亡は増加し続け、現在では3 人に 1 人はがんで亡くなる時代に

なっている。近年の医療技術の進歩はめざましいが、がんの制圧は未

だに困難であるため、がん治療のブレークスルーとなる知見に対する

県民のニーズは非常に高い。また、得られた知見を臨床現場へ還元す

るためには、阻害剤の同定や簡便な検査キットの開発などが必要であ

るため、産業界との連携も見込まれる。がんに有効な検査薬・治療薬

等が開発に成功した場合、いち早く県民に還元できるほか、需要は世

界中にあるため、関係産業の活性化にも大いに貢献することが見込ま

れ、産業界のニーズも高い。 

・がんの診断と治療法開発のためには、新規の分子

標的の同定が必要であり、製薬業界におけるニー

ズは高い。 

・よく焦点を絞った方がよい。 

②研究課題未実施

の問題性（来年度

始めない(早く始

めない)場合にど

んな問題や結果

が生じると考え

られるのか。） 

現在でも年間1 万 3 千人以上の県民をがんで失っており、今後更に増

加すると思われる。無効な治療薬の使用は患者に無用の苦痛を与える

のみならず、時として患者の生命も奪う。医療は全ての人にとって重

大な関心事の一つであり、良質な医療サービスの提供ができない地域

には県民の定住は望めなくなると思われる。また、産業界としては千

葉県発のがん診断治療法の開発とその技術の広域展開の機会を逸する

と思われる。 

 

・こうした手法での分子標的の捜索は、すでに国内

外で盛んに行われており、新規標的の同定は、更

に困難になる。 

・意欲的な取組みを期待できる。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

（
２

）
事
 
前
 
 評

  
価
 

７
 



 

③県の政策等との

関連性・政策等へ

の活用性（県の計

画や施策、その方

向性や行政ニー

ズ等とどのよう

に関連し、活用し

ていくのか。） 

我が国の人口は平成17年に既に減少に転じている。千葉県は、現時点

では人口の増加を保っているが、周辺の神奈川県、埼玉県と比較する

と既に低い。県民がいかに健康で長生きできるかは千葉県の行政に与

えられた重要な命題であり、死因の中で最も高い比率を占めるがんへ

の対策は優先度が高い。がんの治療は手術や抗癌剤が中心であり、い

ずれも患者への侵襲が高い。無効な治療は患者に無用の多大な苦痛を

与えるのみならず、限られた医療資源・医療経済の損失でもある。遺

伝子レベルでがんの層別化を行い、最適な治療を最適な患者群に提供

することは、県民の要望に応えることになる。 

・県のがん対策の一員として、一定の意味は認めら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

④研究課題の社会

的・経済的効果

（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）。） 

遺伝子レベルでのがんの層別化により、最適な患者を選択し治療す

ることが可能となれば、患者のQOL(生活の質)および治療成績を向上さ

せる。診断、治療のために簡便な検査薬等を開発することは、関係産

業の活性化にも大いに貢献する。また、無用な医療経済の損失を減ら

すことで、医療人・医療費等の資源の再配分を行い、都市部と郡部と

の医療サービスの差をなくす、千葉県全体の医療の均てん化にも資す

ると思われる。その結果、県民のみならず、「がん難民」とも言われる

全国の患者が良質な医療を求めて千葉県を訪れると思われる。 

・分子標的の同定は治療薬開発の第一歩であり、短

期的に見ると大きな効果は期待できない。長期的

に見るべきである。 

⑤県が行う必要性

（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、全国でも有数の研究成果を上げている千葉県がんセンター、

千葉大学、放射線医学総合研究所、かずさDNA研究所を有する。また、

千葉県がんセンターの小児の固形腫瘍の解析において築かれたゲノム

解析技術および分子生物学的、細胞遺伝学的解析技術は成人のがんの

解析において高い力を発揮することが期待できる。また、房総半島と

いう地形と首都である東京に隣接するという地理的側面から、千葉県

は極端な都市部と郡部の両方を連続的に抱える特徴を持つ。日本全体

においても、都市部と郡部との地域格差は長年の問題であり、千葉県

は、県そのものが日本の縮図であるといえる。県民のがんに対する啓

蒙、検診、診断、治療を行う際、千葉県民がくまなくがん医療を享受

することは、日本国における医療の均てん化を目指す際のよいモデル

となるといえる。そのため、他県ではなく千葉県ががん対策を積極的

に行う必要がある。 

 

・新しい診断マーカーおよび治療の開発に結びつく

ことが期待される。 

・現段階では、まだ大きな優位性はないが、今後、

一層の努力が必要である。 
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2.研究計画の妥当

性 

  

①計画内容の妥当

性（計画内容が研

究を遂行するの

に 適切 であ る

か。） 

今回の研究では、申請者が実績を有する肺がんを中心として解析を

進める。千葉県がんセンター内に現有するICの得られている統計学的

に解析可能な数の臨床検体を用いる。臨床検体より、DNA、RNA、およ

び蛋白を抽出し、ゲノムアレイを用いてゲノム DNA コピー数解析およ

びメチル化等のゲノムの修飾変化の解析を行う。RNA からは cDNA※を

合成し、発現アレイを施行してmRNA※レベルの発現変化をとらえる。

蛋白を用いてマス解析を施行し、正常肺と比較することにより、ユビ

キチン化やリン酸化等のアミノ酸の修飾を解析する。これらの解析結

果から、ゲノムの欠失、mRNA 発現低下、メチル化修飾の認められる領

域はがん抑制遺伝子の探索のランドマークとなる。また、ゲノム DNA

の増幅、mRNA 発現上昇、の認められる領域にはがん遺伝子の探索のマ

ーカーになる。マス解析では、核酸レベルではわからない蛋白レベル

のgain of function※やloss of function※を見いだせ、先の発現ア

レイの結果と照らし合わせることで、癌に関わるシグナル経路※が見

いだせる。 

平行して、これまでに既にゲノム解析にて申請者が同定してきた癌

関連遺伝子であるTRIM33※の遺伝子増幅および、E2F1※の転写標的に

つき、診断治療を目指した解析をすすめ、免疫染色法等の臨床検体に

おける発現解析等を行い、がんとの関連を明らかにする。 

 

・投下される資源に比して、あまりに広汎な研究内

容であり、より焦点を絞り込んだ計画の立案が望

まれる。 

②研究資源の妥当

性（研究費や人材

等が研究を遂行

するのに適切で

あるか。） 

現在申請者が取得している文部科学省科学研究費、および厚生労働省

科学研究費、千葉県研究費を用いる。 

人数は現時点では1名であるが、研究所内および外部の施設と連携

をとり、横断的なプロジェクトとして遂行したい。 

施設は主に千葉県がんセンターを利用する。機器類は、既に千葉県

がんセンター内に現有するゲノム解析システムおよび分子細胞遺伝学

的解析装置を有効に活用する。無いものに関しては、適宜、千葉大学、

放医研、かずさ、東京医科歯科大学等と連携をとる。 

研究費 県  費 １，０００千円 

    外部資金 ２，８００千円 

研究に関る人員  県職員２名 

 

 

 

 

・研究をスタートするにあたって、ある程度テーマ

を絞ってスタートすることが大切である。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 
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3.研究成果の波及

効果及び発展性 

（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。） 

がん死亡数は今後も世界的に増加し続けると予想され研究のニーズは

高く、得られた成果は県民のみならず広域で有効利用されると考えら

れる。がんは多因子疾患であるため、複数の遺伝子が関わることが予

想され、この研究を通して 1 つでも多くの癌関連遺伝子を同定するこ

とが、より精度の高い診断・治療につながると思われる。 

 また、遺伝子解析技術は他の悪性腫瘍や他の生活習慣病などにも応

用が可能であり、その適応範囲は限りなく広い。 

・肺がんで計画通りいけば、極めて発展性が高い。

・本研究の成果が広くがん診断と治療の革新に貢献

する可能性は否定しないが、その波及効果に関し

てもより明確な目標な計画を示してほしい。 

 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

4.その他  

 

  

 

総合評価  ・これまでの成果をもとに、発展を期待する。研究

は、当面は焦点をしぼることが大切である。 

・研究目標及び計画を基に、より焦点を絞ることで

明確化を図り、さらに達成目標も具体的なものを

示してほしい。 

 

 

 

 

2：部分的に検討

する必要があ

る。 

1：採択すべきで

ない。 

※ ゲノムアレイ：ちいさなガラス版上に、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。 

※ 同定：検索し見つけること。。 

※ テーラーメード医療：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。 

※ cDNA：メッセンジャーRNA を鋳型にして合成したDNA(遺伝子)の断片 

※ mRNA：メッセンジャーRNA。DNAからコピーされ、蛋白質に翻訳される情報を担う。 

※ gain of function：機能を増強する変異を獲得すること。 

※ loss of function：機能を減弱する変異を獲得すること。 

※ シグナル経路：発生過程などにおける細胞の運命決定に重要な役割を担っている遺伝子群の働き。 

※ TRIM33：癌や発生において重要な役割を持ち、細胞増殖に働く遺伝子。 

※ E2F1：細胞増殖や細胞死において重要な役割を持つ遺伝子。 

3：採択した

方がよい。 

１
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平成２１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） 

部会構成員氏名 
江角 浩安・中地 敬 

野田 哲生・宮園 浩平 

試験研究機関長名 中川原 章 

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25年度 

研究の概要 

少子高齢化を迎え、がんがわが国の死亡率第１位を占める中、千葉県では、全国年間３４万人のうち１万４千人ががんで死亡している。一

方、近年における治療法の進歩により約５０％のがんが治癒する時代になったものの、現在でも難治性のがんの多くはゲノムや遺伝子レベル

で重篤な異常を有しているものが多く、そのような重要分子を標的とする治療薬の開発が待たれている。そこで、我々は、新規治療薬の開発

を目的として、これまでにポストゲノム時代のダイナミックなゲノム的解析手法を駆使し、小児がんに由来する独自のcDNAライブラリー※か

ら約11,000個のcDNAを取得し、発がんやがんの進展に関連すると思われる約１５個の新規遺伝子を絞り込んで機能解析を行って来た。平成

２０年度もさらにそれらの新しい機能が明らかになり、新規診断法開発のほか、具体的な創薬の標的となる分子の同定※が進んだ。また、そ

の他のゲノム解析から、発がんの新規原因遺伝子を同定し、その解析も進めた。さらに、これら標的分子の多くは発がんにおける重要分子で

あることが多く、発がん機構の解明も並行して進展させ、極めて興味ある成果が得られた。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

研究の進捗状況 

（１） ゲノムの構造異常から同定できた遺伝子の解析 

１） ALK遺伝子※：神経芽腫※においてALKチロシンキナーゼ受容体遺伝子※の点突然変異が約６〜８％に存在することを見出した。うち１

例は胚細胞性変異であった。また、ALK の下流遺伝子 ShcC も高頻度に活性化されていた。神経芽腫の発がんに関与する重要な遺伝子と

思われた。現在、IBM社の国際社会貢献枠として、分子イメジングによる創薬プロジェクトを展開中である。 

２） KIF1B-beta遺伝子：我々が見出した新規がん抑制遺伝子であるKIF1B-betaに結合し細胞死の誘導に関与していると思われる３つの蛋白

質を同定した。 

（２） 網羅的遺伝子発現から同定した遺伝子の解析 

１） NLRR遺伝子：機能未知の新規膜受容体蛋白質であるが、３つのファミリー遺伝子から成り、それぞれが全く異なる機能、すなわち、がん

細胞の増殖促進、アポトーシス※誘導、分化促進を行ったが、細胞レベルおよびノックアウトマウス※の作製からそれらの重要な機能が

明らかになってきた。 

２） BMCC1遺伝子：細胞内の重要なシグナル伝達分子であることが明らかになってきたが、今回、BMCC1に対するノンコーディングRNA※を見

出し、それらが神経芽腫のみならず、前立腺がんにおいても重要な役割をはたしていることを明らかにした。臨床応用を目指して機能解

析を展開した。 

３） NEDL1 遺伝子：神経芽腫の予後を左右する遺伝子として発表したが、その他に、家族性筋萎縮性側索硬化症（FALS）の原因遺伝子である

変異型SOD1と特異的に結合することを報告していた。今回は、このトンランスジェニックマウス※を作製し、ALS様症状※を呈すること

を見出した。 

（
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４） UNC5D 遺伝子：細胞レベルでの解析と作製したノックアウトマウスからの解析から、新規依存性受容体※としての機能が詳細に明らかに

なった。神経芽腫自然退縮の重要な遺伝子であることが明らかになった。 

５） LMO3遺伝子：神経芽腫の発がん遺伝子としての分子機構が明らかになってきた。 

（３） 既知の重要遺伝子の解析 

１） p53ファミリー遺伝子：ファミリーメンバーのひとつであるp63がMYCNがん遺伝子の制御に重要な役割を果たしていることが明らかにな

った。 

２） NFBD1遺伝子：細胞周期および分裂の重要な分子のひとつとして、創薬の重要な標的分子になり得ることを明らかにした。 

今後の研究計画 

 現在行っている研究をさらに発展、展開し、発がんとがん進展の分子機構を明らかにするとともに、千葉県独自のゲノム創薬プロジェクト

への展開を目指す。 

評価項目 説     明 所見・指摘事項等 評価区分 

1.研究の必要性や

重要性 

  

①研究課題の必要

性（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。） 

 少子高齢化に伴い、千葉県のがん患者は増加しており、その約半数

は難治性がんである。したがって、それら難治性がんの治療成績を上

げるには、治療の標的となる重要ながん関連遺伝子を同定し、新しい

治療薬を開発することが緊急の課題である。したがって、本研究は、

極めて重要かつ必要なものと位置付けられる。 

・小児悪性腫瘍の代表的なものである神経芽腫の発

がんメカニズムから、その分子標的探索までを行

い、多くの成果を上げている。 

・多くの創薬の標的を見出している。 

・県民、地元企業への還元が期待できる。 

②県の政策等との

関連性・政策等へ

の活用性（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。） 

 千葉県がんセンターは、千葉県が推進する千葉バイオネットワーク

の中の千葉地区クラスターの主要メンバーであり、がん関連の新しい

診断法や治療法の開発を期待されている。したがって、本プロジェク

トは、まさにその目的に合致している。 

・千葉県において、このように世界をリードする医

学生命科学研究が推進されることは、健康推進の

みならず、教育の面においても大きな効果につな

がると思われる。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い １
２



③研究課題の社会

的・経済的効果

（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）。） 

本研究の過程で得られた新規遺伝子や発見は、すでに多数特許申請

が行われており、これからも特許に関連する発見や実用化が多数期待

される。したがって、社会的・経済的効果は大きい。 

・直接は、小児がんの患者及び医薬品産業へ効果を

もたらすが、広く県民全体にも還元される。 

・世界的にも小児がん患者の総数はさほど多いとは

言えず、有効な薬剤開発も、患者と家族に福音を

もたらすとは言え、経済的効果は余り期待できな

い。 

④県が行う必要性

（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。） 

 本研究の成果に関しては、千葉県の特許となるのみならず、新たな

医療産業の育成や創出にも繋がる可能性が高い。また、治療薬が成功

すれば、多くの県民の利益となり得る。 

・県としても誇るべき重要な研究である。 

・本研究は、他の機関で推進されている同種の研究

に比して、はるかに臨床の場に近いステージに到

達しており、他に類を見ない。 

2. 研究計画の妥当

性及び達成の可

能性 

  

① 計画内容の妥当

性及び達成の可

能性（計画内容

が研究を遂行す

るのに適切であ

るか。また、計

画内容を達成す

ることができる

か。） 

 

 研究計画は順調に進んでおり、特許申請や英文論文の発表も多数行

っている。今後も同様に研究を展開し、目的を達成することが期待で

きる。 

・小児がんの理解から、診断・治療法の開発が有機

的な流れで推進されており、フィージビリティも

高い。 

・十分な人材を外部より得ているが、県職員を増員

しても良いのではないか。 

・研究は順調に進んでいる。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 
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②研究資源の妥当

性（研究費や人材

等が研究を遂行

するのに適切で

あるか。） 

 外部からの獲得研究資金が比較的潤沢であり、多くの大学院生、国

内・国外からの留学生、卒業研究のための学生が研究チームに加わり、

研究資源としては妥当と思われる。 

 研究費 県  費  １，０００千円 

     外部資金 ８０，０２２千円 

 研究に関る人員 県職員  ２名 

         研修生１１名 

（ポスドク５名、大学院生４名、留学生２名） 

・少ない人数で、多くの重要なシグナル系や分子標

的を対象として研究を行い、成果を上げている。

・十分な外部資金を得ている。 

・妥当である。 

3. 研究成果の波及

効果及び発展性

（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。 

本研究の中から具体的な治療薬のスクリーニングに展開できれば、

その将来の臨床応用を踏まえて絶大なインパクトが期待できる。その

場合、研究成果の社会的・経済的波及効果は大きく、発展性も多いに

期待できる。 

・創薬に関しても、学術に関しても、小児がんを越

えて大きな影響がある。 

・これまでの予後診断に加えて、さらに治療の分子

標的の同定にも成功しており、その波及効果は大

きい。 

・診断・治療にも更に大きな貢献をすると期待され

る。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

4.その他  

 

  

総合評価  ・本研究は、小児がんに関する国内外の同種の研究

をリードしており、千葉県における科学教育の振

興に大きく貢献する。 

・神経芽腫について幅広い研究が進んだ。特にALK

の突然変異など興味深い成果が得られた。 

・神経芽腫の全体像に迫る知見が蓄積されつつあ

り、今後の更なる発展が期待される。 

 

 

 

2：部分的に検討

する必要があ

る。 

1：中止すべきで

ある。 

 

※ cDNAライブラリー：cDNA（遺伝子の断片）を大量に集めカタログ化したもの 

※ 同定：検索し見つけること。。 

※ ALK遺伝子：ALKはAnaplastic Lymphoma Kinaseの略。ある種のリンパ腫で高度に活性化し、がんの進展に関与する遺伝子として見つかった。 

※ ALKチロシンキナーゼ受容体遺伝子：上記と同一 

 

3：継続した

方がよい。 
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※ 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。頭蓋外固形腫瘍では最も頻度が高

い難治性腫瘍である。 

※ アポトーシス：生物個体の持つ制御機構にしたがって、細胞が自ら生命を絶つ自殺機構によって起こる細胞死 

※ ノックアウトマウス：目的の遺伝子を破壊して、その遺伝子発現を消失させたマウス。 

※ ノンコーディングRNA：蛋白質の設計図とならないRNA（遺伝子） 

※ トンランスジェニックマウス：受精卵に外来遺伝子を導入して、その遺伝子を過剰発現させたマウス。 

※ ALS様症状：“筋萎縮性側索硬化症”様の症状 

※ 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。 
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平成２１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） 

部会構成員氏名 
江角 浩安・中地 敬 

野田 哲生・宮園 浩平 

試験研究機関長名 中川原 章 

研 究 課 題 名 細胞性免疫治療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２６年度 

研究の概要 

腫瘍に目的遺伝子を効率に発現させるために、新規アデノウイルス※のベクター系※を構築した。このベクター系はCD46分子※を受容体と

するため、血球性細胞や骨髄系の幹細胞、あるいは間葉系幹細胞などにも遺伝子を発現させることが可能である。また腫瘍に高発現を示す遺

伝子の発現調節領域を用いて腫瘍融解型ウイルスを作成した。このウイルスによる遺伝子医薬は、悪性中皮腫など難治性腫瘍に対して効果を

示し、一方正常組織に対する毒性は低く、また従来の抗がん剤との併用によって、同剤の低用量化をはかることも可能である。また、新規イ

ンターフェロン・ラムダ※、ビスフォスフォネート※の細胞増殖抑制効果についても検討を開始している。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

難治性腫瘍に対する新規治療法の開発を目的として、腫瘍局所における直接的な破壊とそれに引き続いて起こる抗腫瘍免疫応答を誘導し、

転移巣をも消失させうる包括的な治療法の開発に焦点をあてて基礎的研究を行っている。直接的な腫瘍破壊のために、腫瘍を特異的に融解す

るタイプ5型の組換え型アデノウイルスを作成し、その細胞傷害活性を検討してきた。このようなウイルスは、ヒトの腫瘍で高発現の遺伝子

の転写調節領域で、当該ウイルスの増殖に必須のE1初期応答遺伝子※の転写を制御させることによって作成が可能である。同ウイルスは動物

実験において、抗腫瘍効果を有することが明らかにとなり、その有用性が確認された。さらに治療効果を向上させるために、アデノウイルス

と細胞側受容体との結合領域を、タイプ５型※のものから３５型※のものへと遺伝子を組換え、改良型の腫瘍融解性ウイルスを作成した。ヒ

トの腫瘍においては５型ウイルスの受容体であるCAR分子※の発現低下があり、そのため治療効果が減弱することが知られている。そこでヒ

ト腫瘍ではむしろ高発現のCD46分子を受容体とするタイプ３５型へと、ウイルスの受容体結合領域遺伝子を変換すると、多くのヒトの腫瘍に

おいて当該ウイルスの応用性がより高まるはずである。事実このような改良型は、食道がん、膵がん、悪性中皮腫において、従来のタイプ５

型のものよりも高い抗腫瘍効果を示している。また、このようなウイルスは従来の抗がん剤や分子標的医薬との併用も可能であり、今後臨床

的には抗がん剤や放射線治療に耐性の腫瘍に対しても、治療効果を有していることを明らかにしたい。これまで樹状細胞における抗原提示を

増強する分子の機能解析ならびに、細胞性免疫応答を誘導するサイトカイン※による抗腫瘍効果を検討してきているが、最近新規インターフ

ェロンの機能に着目し、同分子が免疫応答を増強するのみならず、特定のがんに対して細胞死を誘導することを明らかにした。しかも同分子

の受容体発現に組織特異性があり、また抗がん剤との併用効果を有することを見出している。またこの特徴を生かすため、同遺伝子を発現さ

せた正常細胞を用いて抗腫瘍効果を誘導しうることを明らかにしている。一方、骨粗鬆症の治療薬であるビスフォスフォネートが悪性中皮腫

に対して強い細胞増殖抑制効果を有していることを明らかにしており、現在その解析を行っている。今後はウイルスによる腫瘍死とそれに対

する自然免疫の誘導から、腫瘍抗原に対する獲得免疫への展開を図りたいと考えている。 
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評価項目 説     明 所見・指摘事項等 評価区分 

1.研究の必要性や

重要性 

  

①研究課題の必要

性（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。） 

有効な治療法が乏しい難治性腫瘍や再発症例に対して、従来とは異なる新規

治療法を確立すれば、現行の治療法の選択肢が、その組み合わせを含めて大幅

に拡大し、患者さんの利益は大きい。基盤研究に基づいて医師主導型の臨床試

験への展開は、バイオ医薬品開発のビジネスモデルとなるには無理があるが、

新産業を担うベンチャー企業の創出や育成、あるいは既存中小企業の研究開発

型企業への転換を担うという意味ではある程度の意義を有している。また高齢

者やパフォーマンスステイタスの不良な患者さんに対しても、本手法はある程

度の有用性があると考えられ、クオリティーオブライフの改善に貢献しうる。

また、ウイルスによる細胞傷害活性は、抗がん剤とは異なる機序を有すると考

えられ、他の治療法との併用効果も期待できる。さらに、本研究によるベクタ

ー系はヒトの各種細胞に対して、高い遺伝子導入効率を有しており、たとえば、

再生医療、免疫治療、細胞治療等の他の周辺分野にとっても、いわゆるリサー

チツールとして有用である。 

・千葉大学との協同で行われて良い事

として、どこにオリジナリティがあ

り、更に長期的にどこに目的を持っ

ているのかはっきりしない。 

・がんに対する免疫応答から、ウイル

スベクターまで、比較的幅広い研究

展開であるが、如何なるがんに如何

なる治療法を開発するのかが若干

不明確である。 

・従来の治療では効果が少ない悪性中

皮腫への応用が期待される。 

②県の政策等との

関連性・政策等へ

の活用性（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。） 

本研究に基づく遺伝子医薬・細胞治療の展開は、重点産業分野「バイオ・医

療・福祉・健康サービス関連分野」の一つであり、戦略的な高付加価値型先端

企業のシーズとなりうる。また、千葉大学大学院等の連携は産業クラスターの

基盤形成に寄与し、最終的には医療とその周辺産業の活性化、国際競争力を有

する産業の育成とその環境整備の促進に関連し、広い意味での千葉県経済の腑

活化に繋がる。 

・対象となるがん患者は県内にも多く

存在するため、県のがん対策の一環

としては、ある程度の評価が出来

る。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

③研究課題の社会

的・経済的効果

（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）。） 

がんの再発例をはじめとする進行がんは、有効な治療法に乏しく、また難治

性の膵がん、悪性中皮腫などに対する新たな治療法の開発は極めて重要な課題

である。本研究の成果である遺伝子医薬は、体表からあるいは内視鏡等を使用

すれば、体内のほとんどの部位で直接投与可能であり、特別な技術や装置を必

要とせず、また強い副作用が少ないことから、患者さんにとっての負担は軽く、

ヒトに優しい治療技術である。したがって、手術や抗がん剤治療に適さない高

齢者を対象としたがん治療の先端領域の一つであり、急速に高齢化が進行する

千葉県においても意義がある。さらに千葉県がんセンターが、がん治療の拠点

・もし臨床導入を目指すのなら、それ

に至る道筋を少し意識する必要が

ある。 

・出口での意識が低い研究開発であ

り、大きな社会的・経済的効果は期

待できない。 
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病院として他の一般病院と差別化をはかり、またセンター病院としての機能を

果たすべき役割を鑑みて、本研究等の進展によるがんセンター内の基盤整備を

進めば、臨床試験研究、治験を推進するセンター化に向けて貢献できる。 

④県が行う必要性

（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。） 

現行の治療法では根治が期待できない症例に対して、従来とは異なる発想に

基づく治療法の開発は、かならずしも千葉県だけが独自で取り組むべき課題で

はない。しかしベストサポーティブケアー以外の選択肢しか残されていない状

況を打開するには、革新的な治療法が必要で、当該分野がその候補となりうる。

現在欧米、アジア諸国において臨床試験研究が実施されている遺伝子医薬・細

胞治療は、各国のバイオ産業の基幹の一つと位置づけられており、今後本邦に

おいても各がんセンター等が目指すべき方向と考えられる。さらに本研究は、

細胞性免疫の増強にも関与するため、感染症をはじめとするワクチンへの応用

などへの進展も考えられ、事実すでに欧米では遺伝子医薬による新興感染症に

対する臨床試験も開始されている。とりわけ千葉県は成田空港を擁している点

からも、国際的な医療産業の展開が有利であること、また国際的な防疫面の重

要性からみても、本研究分野の果たすべき役割がある。 

・もちろん、効果のあるものは受益者

では開発できない。 

・悪性中皮腫の研究はまだ初期段階で

あるが、興味深い成果が得られるこ

とを期待する。 

・悪性中皮腫は千葉県でも大きな問題

であり、研究の意義は高い。 

・千葉大学においても、従来から力を

入れて推進されてきた研究との共

同研究であり、大学と県との協力体

制のモデルとなり得る点では重要

かもしれない。 

2. 研究計画の妥当

性及び達成の可

能性 

  

① 計画内容の妥

当性及び達成

の可能性（計画

内容が研究を

遂行するのに

適切であるか。

また、計画内容

を達成するこ

と が で き る

か。） 

これまでの公表論文等からは研究遂行に必要な技術については十分に国際

競争力を有するレベルにあり、また知的所有権の獲得にも一定の配慮をしてお

り、proof of conceptを示すことが目的である研究計画そのものには妥当性が

あると考える。しかし、実際の臨床へのブリッジングにおいては、本研究の範

疇を越えて克服すべき点もあり、さらに臨床試験において予期せぬ不都合が生

じる可能性もあるため、長期的な研究成果とその発展性については全く不明で

ある。なお本研究は、千葉大学大学院と連携した２１世紀 COE※研究の一部で

あり、その後のグローバルCOEにおいても大学院生の教育で支援をうけている。

今後とも同大学院とは特定の腫瘍について、連携して研究を推進する予定であ

る。 

・もし臨床導入を目指すのなら、研究

計画はもう少しエンドポイントを

はっきりさせる必要がある。 

・ＩＦＮ入による細胞周期の推展の抑

制等、多くの興味深い減少を捉えて

いるが、全てがin vitro※の解析で

あり、in vivo※での解析へと速や

かに展開することが望まれる。 

・臨床での応用に向けての戦略を明ら

かにしていただきたい。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 
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②研究資源の妥当

性（研究費や人材

等が研究を遂行

するのに適切で

あるか。） 

本研究は比較的少人数で、その分野に精通した研究者が行うのに適した性格

のものであり、検体数の処理数など研究規模の大きさにその成否が依存する分

野とは基本的に異なる。したがって、proof of conceptレベルないしは前臨床

試験研究段階の研究を遂行するにあたっては、当面研究資源において支障な

い。しかし、臨床へのブリッジング過程に至る点では不確定要素が強くなり、

とりわけ臨床試験への移行を考慮すれば cGMP レベル※の医薬品の製造に多額

の資金を要するため、適切な企業との連携が不可欠であり、今後バイオベンチ

ャー企業との有機的連携が必須となる。研究人員は今後とも千葉大学大学院生

の参加で維持していく予定である。 

研究費 県  費 １，０００千円 

    外部資金 ６，９００千円 

研究に関る人員 県職員  ２名 

        研修生３名（大学院生３名） 

・現在でも、さほどの資源は投下され

ておらず、その点では妥当と言える。

 

3. 研究成果の波及

効果及び発展性

（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。 

本研究の最終的な目的は、局所のおける腫瘍増殖の抑制と、腫瘍死に引き続

く生体防衛機能の活性化、腫瘍免疫応答の惹起である。当該研究に関わる遺伝

子治療やそれを用いた細胞治療については、全世界的にみても確立されたもの

は未だなく、今後の波及効果や発展性については全く不明と言わざるを得な

い。すでに確立された技術の展開とは明らかに異なり、その成果の見込みにつ

いては極めてハイリスクな研究と言える。一部の遺伝子医薬はすでに、外国で

臨床試験が開始されているとはいえ、本研究による知見が具体的に臨床試験に

進み、良好な治療成績を出せるかどうかは、ビジネス的側面と多くの法的規制

等もあり、不確定要素が強いものである。しかし、これらの新規治療法は、そ

の作用機構が既存のがんの治療法とは明らかに異なるため、従来の治療法との

併用で治療成績の改善が望めると期待してよく、諸外国の臨床試験の治療成績

もこの考えを支持している。また抗原提示に主眼をおいた免疫応答の制御は、

新興感染症をはじめとする疾患に対するワクチンへの発展性も考えられ、遺伝

子を用いたワクチンの臨床応用が欧米では開始されている。また、医療の産業

化は、全ての医療先進国が目指しているものであり、先進医療の実施によって、

日本各地あるいは諸外国より患者さんをリクルートできる可能性があり、成田

空港を拠点とする国際医療圏の構築に寄与する可能性がある。 

 

・もし臨床的に使用可能であれば、

ヴェクター開発にまでつながる。 

・近年、ウイルスベクターを用いた遺

伝子治療は様々な理由により、ヒト

患者への応用が制限される状況で

あり、今後もアデノベクターを用い

て行くのであれば、より出口を明確

にしての研究開発が望まれる。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 
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4.その他  

 

・特許を確実に取得している点は評価

できる。 

 

 

総合評価  ・遺伝子治療研究は、国内で研究がや

や低迷していることから、継続して

研究を進展させてほしい。 

・in vitroの研究成果をどのようにし

て臨床レベルにまで持ち上げてい

くのかが今後の課題である。 

・純粋な研究開発の面から評価する

と、若干、問題が見られる。 

3：継続した方がよい。 

2：部分的に検討する必

要がある。 

1：中止すべきである。 

※ アデノウイルス：主にヒトの咽頭（いんとう）炎、上気道炎などの風邪の原因となるウイルス。その他、結膜炎、膀胱（ぼうこう）炎を起こすことがある。 

※ ベクター系：遺伝子を細胞に運び込むときに利用されるもの。 

※ CD46分子：細胞表面に存在する蛋白質の一種で、抗体による細胞障害を防ぐ機能が知られている。 

※ 受容体：特定の物質と結合し、生体反応を引き起こす蛋白質。  

※ インターフェロン・ラムダ：ウイルス感染症などで産生され生体防御を司る蛋白質の一種。 

※ ビスフォスフォネート：骨粗鬆症の治療に利用される医薬品の化学名の総称。 

※ タイプ５型：アデノウイルスの亜種の一種で主に風邪を起こす。 

※ タイプ３５型：アデノウイルスの亜種の一種で主に膀胱炎を起こす。 

※ E1初期応答遺伝子：アデノウイルスの遺伝子の一つでE1領域に存在し、ウイルス感染後早期に発現する。 

※ CAR分子：タイプ５型アデノウイルスが結合するウイルスの受容体蛋白質。 

※ サイトカイン：免疫系の細胞が産生する微量の蛋白質の総称。 

※ COE：文部科学省科学研究費補助金で特別推進研究の一つ。 

※ in vitro： in vitro：「試験管内において」という意味。 

※ in vivo：「生体内において」という意味 

※ cGMPレベル：医薬品を生産する際に遵守すべき基準。 
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平成２１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） 

部会構成員氏名 
江角 浩安・中地 敬 

野田 哲生・宮園 浩平 

試験研究機関長名 中川原 章 

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 H18～H24年度 

研究の概要 
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、新たな治療法の開発を行い県民の健康増進に貢献することを目指している。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

1．がん幹細胞特異療法の開発に向けたがん幹細胞の幹細胞性制御機構の研究 

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。幹細胞

で重要な機能を持つポリコーム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発現を促進することを見出した（Ochiai H他）。またがん幹細胞マーカーとして知られるCD133※の発がんにおける機能

解析を世界に先駆け行い、既に学会に発表し、現在投稿中である（Takenobu H 他）。また、CD133 の大腸がん細胞における機能解析を耐性克

服研究室と共に行い、CD133 がコロニー形成、腫瘍形成、細胞死抑制に関るデータを得た。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(Shimozato他)。 

さらに肝がんのがん幹細胞（side population 細胞）におけるPlk1/p63 経路※の意義を解析し、side population 細胞※でTAp63※の発現が

高まっているが、Plk1がこのTAp63をリン酸化によって抑制してがん幹細胞の生存維持に働いている現象を見出した（Komatsu他Oncogene, in 

press）。 

2．難治がん治療開発に向けた野生型p53※の不活化機構の解析の研究 

難治がん治療への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。現在、Noxa の転写を p53/p73

が制御し、MDM2によるこれらの抑制が神経芽腫細胞の細胞死抑制に関るデータを得た。さらにp53と神経芽腫細胞内で結合する分子のスクリ

ーニングを、TAP system※によるタグ付きp53とその結合蛋白複合体精製によって行う研究へ本研究を発展させており、細胞内結合蛋白をPull 

down 法※で精製した。これを独立行政法人物質・材料研究機構（本部： 茨城県つくば市）との共同研究で LC/MS 解析※を行い同定を進めて

いる（Shi他）。 
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評価項目 説     明 所見・指摘事項等 評価区分 

1.研究の必要性や

重要性 

  

①研究課題の必要

性（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

おり、がん幹細胞をテーマとする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。当センターでもがん幹細胞プロジェクトは重点課題として

横断的研究プロジェクトと規定されている。 

・がん幹細胞の動態と細胞死の制御機構の理解は、

現在、がんの治療戦略にとって最も重要な研究課

題であり、県民のニーズを踏まえたものである。

・新しい治療方法の開発に結びつくことが期待され

る。 

②県の政策等との

関連性・政策等へ

の活用性（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治療法開発を行う。具体

的には１．新規治療開発としてがん幹細胞の研究を行い、がん幹細胞

特異的療法開発を目指す、２．野生型 p53 及びその下流経路の不活化

機構の解明の研究を行い、分子標的療法開発の可能性を検討する、の2

項目に重点を置いて行う。 

また本研究によってがん幹細胞特異的療法開発、p53に関連した難治

がん治療のための新規分子標的療法開発が実現化されれば、「千葉新産

業振興戦略」が目指しているバイオクラスターの形成によるバイオ産

業の振興にとって重要なシーズとなる可能性がある。千葉県がんセン

ターのみならず、病院局さらには千葉県創薬産業の更新にとって、が

ん幹細胞特異的療法開発および新規分子標的療法開発は大きな貢献を

成しうると思われる。 

・実際の治療薬の開発等、臨床のステージには未だ

距離があるが、県のがん対策の一員として評価出

来る。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 
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③研究課題の社会

的・経済的効果

（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、新規分子標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千葉県がんセンター医療

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、千葉県

がんセンターの受診患者数増加にもつながる可能性があると思われ

る。 

・千葉県がんセンターの業績を十分に生かして推め

られれば、大きな突破口を作ることが出来る。 

 その上で、県が推進する必要性も、その成果がも

たらす効果も明白となる。 

・未だ基礎研究のレベルであり、短期的な目で見た

場合には、大きな効果が期待できない。 

④県が行う必要性

（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、千葉県がんセンターのが

ん患者さんのがん細胞の中のがん幹細胞を細胞分取装置（セルソータ

ー）によって採取しこれを個別に解析して、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※が可能となる。千葉県

のがん治療の中心である千葉県がん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。 

また新規分子標的療法の開発は、千葉県がんセンターオリジナルブ

ランドの高度先進医療への発展が期待され、がんセンターの知名度上

昇、患者数増加など経済的な効果が高いと思われる。 

・国内外に同様の研究課題に関する研究開発を行っ

ている研究機関は少ない。一定の優位性を認めるも

のの、より一層の努力が必要である。 

 

2. 研究計画の妥当

性及び達成の可

能性 

  

① 計画内容の妥当

性及び達成の可

能性（計画内容

が研究を遂行す

るのに適切であ

るか。また、計

画内容を達成す

ることができる

か。） 

 

 

研究期間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。具体的には今年度の計画を以下のよ

うに設定した。 

1．がん抑制遺伝子産物p53と神経芽腫細胞内で結合する分子のスク

リーニング：現在 Pull down 法にて結合蛋白の候補を精製し、LC/MS

法にて同定中である 

2．p53 不活化に寄与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：現在候補蛋白 DXXX1 を同定し、機能解析を行って

いる。DXXX1のがん抑制遺伝子としてのデータが得られている 

3．がん幹細胞の幹細胞性に影響を及ぼす分子の解析：CD133, BMI1, 

Plk1 などの幹細胞マーカー、幹細胞性制御因子の機能解析を行い、細

胞に対する影響及びその機序について解析する。 

・充分に達成できる計画であるが、千葉がんセンタ

ー研究局のオリジナリティーをしっかり意識し

てほしい。 

・幹細胞及び細胞死の制御の双方とも優位性が認め

られる研究に絞り込まれており、達成の可能性は

高い。 

・研究がこの１年間で着実に進行している点は高く

評価してよい。 

・in vivo※にどのようにつなげていくのかが今後

の課題である。 

・オリジナリティーの高い研究成果が得られつつあ

る。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 
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②研究資源の妥当

性（研究費や人材

等が研究を遂行

するのに適切で

あるか。） 

研究資源としては、呼吸器外科との共同研究による肺がん細胞にお

けるCD133および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がんセンターの臨床各科の協力に

より、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（100万）、文科省科研費（247万）、厚

生労働省科研費（650 万）、受託研究費（375 万）（計 1372 万円）の資

金を元に研究を行っている。 

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。次年度には新規研修

生１名を予定しており、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。 

 

・妥当な研究費と人材が投下されている。  

3. 研究成果の波及

効果及び発展性

（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。 

・もし、現在の計画が充分に成果を挙げれば、その

成果は大きな将来の発展を生む。 

・本研究が目指すがん幹細胞の動態の理解は広く、

がん治療の新たな戦略の基盤となるものであり、

発展性は高い。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

4.その他  ・研究論文が多い。  

 

総合評価  ・幹細胞の研究は成果が期待される。がんセンター

研究局内での共同研究も円滑に行われており、成

果が期待される。 

・神経芽細胞発ガンのメカニズムの解明に大きな貢

献をしている。肝がんの研究も今後の進展が期待

される。 

・がん治療を目指した優れた基礎研究であり、将来

性も高い。 

 

 

 

2：部分的に検討

する必要があ

る。 

1：中止すべきで

ある。 

3：継続した

方がよい。 
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※ ポリコームBmi1：染色体に恒常的に付着して、遺伝子の発現を調節する蛋白質の一種。 

※ がん遺伝子MYCN：神経芽腫に重要ながん遺伝子 

※ CD133：がん幹細胞に特異的に発現している蛋白質の１種。 

※ ドメイン：タンパク質などの生体高分子の機能や構造上、一つのまとまりをもつ特定の領域、部位のことをいう 

※ 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。 

※ 同定：検索し見つけること。 

※ Plk1/p63経路：Plk1とp63の相互作用によって引き起こされる細胞内の現象。 

※ side population細胞：がん幹細胞の1種類。 

※ TAp63：重要ながん抑制遺伝子。 

※ p53：重要ながん抑制遺伝子。 

※ 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。頭蓋外固形腫瘍では最も頻度が高い難

治性腫瘍である。 

※ アポトーシス：生物個体の持つ制御機構にしたがって、細胞が自ら生命を絶つ自殺機構によって起こる細胞死 

※ TAP system：TAPというタグを蛋白質につけて、これを用いてタンパク複合体を精製するシステム。 

※ Pull down法：蛋白質同士の結合を用いて結合たんぱく質を検索する方法。 

※ LC/MS解析：液体クロマトグラフィー（LC）と質量分析計（MS）を組み合わせたLC-MSシステムによる解析。 

※ テーラーメイド治療：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を行うこと。 

※ in vivo：「生体内において」という意味。 

※ ポリコームPHC3：染色体に恒常的に付着して、遺伝子の発現を調節する蛋白質の一種。 

２
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平成２１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） 

部会構成員氏名 
江角 浩安・中地 敬 
野田 哲生・宮園 浩平 

試験研究機関長名 中川原 章 
研 究 課 題 名 地域がん専門診療施設のソフト面の整備拡充に関する研究 研 究 期 間 平成 20～平成 21 年度 

研究の概要 

１．地域がん専門診療施設のソフト面の整備拡充に関する研究 
全国がん成人病協議会加盟 32 施設を対象とした同課題名のがん研究助成金三上班を運営している。本研究の意義は、がん専門

診療施設でなくては得られない精度の高い統計の公表を通じて、がん対策基本法に定める都道府県のがん対策推進基本計画に資

する情報を提供していくことである。施設別生存率の公表では本年 2000～2001 年集計を公表予定である。 
２． 千葉県がん登録の進捗状況 

千葉県がん登録事業の中央登録室として年間約 23,000 件の罹患症例を登録している。研究として第三次対がん祖父江班に全

国推計のための罹患データを提出しているほか、がん研究助成金井岡班に協力し地理疫学手法によるがん登録資料活用の研究

を進めている。さらに中皮腫岸本班において地域がん登録をベースにした中皮腫将来予測等の研究を進めている。 
研究の進捗状況及

び今後の研究計画

１．地域がん専門診療施設のソフト面の整備拡充に関する研究 
全国がん成人病協議会加盟 32 施設を対象とした同課題名のがん研究助成金三上班を実施している。本研究の意義は、がん専門

診療施設でなくては得られない精度の高い統計の公表を通じて、がん対策基本法に定める都道府県のがん対策推進基本計画に資

する情報を提供していくことである。 
 １）施設現況調査に基づく都道府県がん診療連携拠点病院の備えるべき要件の解析、 
 ２）院内がん登録に基づく病期別生存率解析，麻薬使用量調査，診療パス普及、施設アメニティ向上等既存の活動の継続、 

３）他の研究班（全国においては厚生労働省科学研究費補助金がん臨床研究「がん対策における管理評価指標群の策定とその計

測システムの確立に関する研究」、県内においては同じくがん臨床研究「症例登録を踏まえた病院共通のコンピュータシステム

開発とコストに関する研究」）と連携してがん診療における診療の質の指標(Quality Indicator)の調査開発を重点的に推進するも

のである。 
２．千葉県がん登録の進捗状況 
千葉県がん登録事業の中央登録室として年間約 23,000 件の罹患症例を登録している。研究として第三次対がん祖父江班に全国推

計のための罹患データを提出しているほか、がん研究助成金井岡班に協力し地理疫学手法によるがん登録資料活用の研究を進めて

いる。さらに中皮腫岸本班において地域がん登録をベースにした中皮腫将来予測等の研究を進めている。 
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評価項目 説     明 所見・指摘事項等 評価区分 
1.研究の必要性や

重要性 
  

①研究課題の必要

性（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。） 

急速に進む本県の高齢化に伴い、増加するがん患者すべてが質

の担保されたがん医療を受けることは県民の切なる願いである。

がん診療施設においてはがん医療の各種指標を計測して公表し、

再び医療に還元してがん医療を改善する仕組みの導入が欠かせ

ない。 

・県民のアスベストによる健康被害に立脚した

研究である。 
・がんの発生からがん患者の死亡までに関し

て、千葉県におけるエビデンスを正確に把握

することは大変に重要である。 

②県の政策等との

関連性・政策等

への活用性（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」において、県内のどこに住んでい

ても質の高いがん医療を受けることができるように 13 カ所の

「がん診療連携拠点病院」を充実させていくことが明記され、県

内の医療機関においても全がん協に代表される全国のがん専門

施設と比較しながらがん診療の質を底上げ（均てん化）していく

必要がある。 

・短いレンジでは、がんの死亡状況把握による

医療レベルでの管理が可能となり、長いレン

ジでは疫学コホートの成果に基づく健康増

進施策の推進などが期待される。 
・行政ニーズに則している。 

③研究課題の社会

的・経済的効果

（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）。） 

測定したがん医療の質を県民に公表して医療の透明性を高め、

また医療機関は評価指標の比較（ベンチマーキング）の結果によ

り自施設の弱点を改善することにより医療の受診側も供給側も

ともに利益を受けることができる。 

・死亡率の第一位であるがんによる死亡の実態

を把握することによる県の健康施策の科学的

評価が可能となり、大きな社会的効果が期待で

きる。 

5：非常に高い 
4：高い 
3：認められる 
2：やや低い 
1：低い 

２
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④県が行う必要性

（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。）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全国のがん専門施設で達成されたがん診療の優れた手法と実

績を県内のがん診療を担う医療施設に導入普及していく必要が

ある。 

・行政の義務そのものである。 
・がんのリスクには多種・多様の因子が存在す

るが、その中にはアスベストのように地域性

の高いものも存在する。そのため、当該研究

を県が行う必要性は高い。 
・がん登録の意義は県にとっても非常に高い。

 県のがん予防対策にも重要なデータが得ら

れている。しかし、がん登録はあくまで事業

であり、研究と異なる体制と対応が必要であ

る。 

２
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2. 研究計画の妥

当性及び達成の

可能性 

 
 

 

 

① 計画内容の妥

当性及び達成

の可能性（計

画内容が研究

を遂行するの

に適切である

か。また、計

画内容を達成

することがで

きるか。） 
 
 
 

１ 地域がん専門診療施設のソフト面の整備拡充に関する研究 
1999～2000 年診断症例の相対生存率データ公表をホームページ

上で実施した。また 2001 年診断症例の個別データ収集を新規に行

った。施設間の年齢構成や病期構成の影響を除外し比較可能性を高

めるため、今年度集計においては年齢・病期調整生存率の計測を行

った。がん診療の process 指標について 9 施設が参加して QI 検討

小委員会を設置し、現在 DPC データと院内がん登録データをリン

クして収集解析中である。がん診療専門施設が備えるべき要件とし

てはがん診療連携拠点病院の指定要件の達成度と放射線診療体制

を追加調査として施設現況調査を実施した。他に QOL※指標とし

てのリンパ浮腫診療や緩和医療の指標としてオピオイド使用実態

調査を実施し、調査開始以来初めて全がん協施設全体でのオピオイ

ド※使用量が減少に転じたことを明らかにした。 
２ 千葉県がん登録の進捗状況 

 県下 13 の地域がん診療連携拠点病院の院内がん登録が本格

的に立ち上がり、年間登録件数は 23,000～24,000 件と着実に増加

してきた。登録室では生存率計測のための人口動態調査から繰り

入れる非がん死亡処理の負担が大きい。精度的には平成 20 年度初

めて DCO※が 24％となり、祖父江班の全国推計に用いられる基

準をクリアした。がん研究助成金井岡班の地理疫学検討小委員会

に参加し、これまでの地理疫学研究手法を発展させて地理的メッ

シュにおける罹患率統計公表へ準備を進めた。さらに地域がん登

録の長期統計という特性をベースにして中皮腫の 2043 年までの

死亡者数推計を行った。 

・がん登録や全がん協研究に関しては、適切

な研究推進が行われている。石綿の影響を

始めとする疫学研究に関しては、他国や他

地域のデータを積極的に取り入れ、本研究

の存在意義を示してほしい。 
 

5：非常に高い 
4：高い 
3：認められる 
2：やや低い 
1：低い 

②研究資源の妥当

性（研究費や人

材等が研究を遂

行するのに適切

であるか。） 

本研究は厚生労働省がん研究助成金を受けて主任研究者として実施

するものである。研究成果の公表と普及については本センターのがん

臨床研究班と連携して行っていく。具体的には日本対がん協会の所管

するがん臨床研究事業のうちがん医療均てん化推進事業の補助を受

けて、医療従事者向け研修会や一般向け研究成果発表会等を開催する

予定である。また千葉県がんセンター医療局の支援ならびに地域がん

診療連携拠点病院の協力を得て研究を進めていく方針である。 
 研究費 県  費  １，０００千円 
     外部資金 ３３，９００千円 
 研究に関る人員 県職員 ２名 

・全国のがん登録との連携も含めて、充分な

成果を得るには、充分な人員の投入が必要

である。 
・現在でも、必要最低限の研究者数であり、

人材に関しては研究支援者の増員が望まれ

る。 
・研究費は、研究者レベルでは得ているが、

公的援助が必要である。 
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3. 研究成果の波

及効果及び発展

性（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。

がん医療費は増大する高齢者医療費のなかでも最大のボリュー

ムゾーンであり、安全かつ適正な医療を提供し、また医療の内容

をモニターしつつ質の改善を図っていく活動は、限られた医療資

源の有効活用のために欠かすことのできない仕組みである。本研

究班の指向する研究成果はこのような仕組みを維持する基本的な

指標と実用的ツールを提供することであり、将来にわたり継続し

ていく価値がある。 

・がん登録は、がん対策の基本である。 
・がん登録データは最も重要な医療情報であ

る。石綿関連事業所と肺がん罹患のデータ

も予防に重要である。 
・全国レベルの研究の一部として、高いクオ

リティーのデータを提供することは、国の

健康施策や医療レベルの向上に貢献するこ

とが期待できる。ただし、千葉県としての

意義は判断が難しい。 

5：非常に高い 
4：高い 
3：認められる 
2：やや低い 
1：低い 

4.その他  
 

  
 

総合評価  ・中皮腫に関する研究が進展していることは、

高く評価できる。 
・がん登録とがん予防研究の併立は大変であ

るので、県としてもがん登録事業について

は、マンパワーなどの支援を行う必要があ

るのではないか。 
・国のレベルで推進される疫学研究との情報

交換と、これと対比しての独自性の明確化

が望まれるが、推進の継続が必要となるこ

とは明白である。 

 
 
 
2：部分的に検討

する必要があ

る。 
1：中止すべきで

ある。 

※ QOL：「生活の質」、病気や障害を抱えながらも生活や人生の目標を達成していくことによる満足度の指標である。 
※ オピオイド：がんの痛みは脳に伝わって「オピオイド受容体」という所で自覚される。この働きを抑えて痛みを和らげる薬がモルヒネなどの「オピオイド鎮 

痛薬」。 
※ DCO：がん統計の資料となるがん登録情報の中で、遅れて患者の死後に収集された分（死亡診断書による登録）が DCO である。DCO の比率が低く、治療中 

の情報の比率が高いほどがん登録の精度が高いと言える。 

3：継続した

方がよい。 ３
０



平成２１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） 

部会構成員氏名 
江角 浩安・中地 敬 

野田 哲生・宮園 浩平 

試験研究機関長名 中川原 章 

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年度～平成２２年度 

研究の概要 

がん細胞の抗癌剤耐性獲得という現象は抗癌剤によりがん治療効果を著しく低下させ、がん患者の良好な予後の確保を困難なものにしてい

る。その耐性獲得という現象を克服する手法を提示するためには、抗癌剤感受性の仕組みを詳細に解明しなければならない。何故ならば、耐

性細胞では抗癌剤感受性の仕組みのどこかに異常があるからである。我々は抗癌剤に対する感受性を規定する重要な因子の一つであるがん抑

制遺伝子産物である p53※ファミリーに着目し、その活性化や不活化に関与する蛋白質を同定し、将来の分子標的薬剤の候補となるべきシー

ズを探索している。また、幹細胞のマーカーとして知られている蛋白質（以降、CD133分子という）にも着目し、CD133と発がんとの関連性に

ついても解析を行っている。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

研究活動のゴールは、抗癌剤などによるDNA損傷ストレスに応答した情報伝達経路の詳細を明らかにすることによって、難治性のがんに対

する有効な分子標的薬剤の可能性を持つシーズを提供するとともに、発がんの初期過程において重要な役割を果たす遺伝子の機能を解明する

ことによって、発がんの仕組みを理解することにある。 

抗癌剤刺激によって、がん細胞死を促す重要な分子はp53ファミリーに属する蛋白質群である。中でも、がん組織において正常型として発

現しているp73の機能解析は、変異型p53を持つがん細胞の抗癌剤感受性を規定する仕組みを理解する上で極めて重要である。最近、我々は

Polo-like kinase (Plk)に属するPlk3※がp73※のリン酸化を介してその細胞死誘導活性を著しく阻害することを見出した。すなわち、Plk3

はp73の阻害蛋白質として機能するのである。従って、このp73を阻害する機能を持つPlk3は分子標的薬剤開発の候補の一つとなりえると期

待される。 

一方で、我々は幹細胞のマーカーとして知られている五回膜貫通型の蛋白質である CD133 に着目した研究を実施している。CD133 陽性細胞は

造腫瘍能を持つが、CD133 ノックダウン細胞では造腫瘍能が著しく低下し、さらに細胞周期の停止や細胞死の誘導が観察される。これらの現

象はc-Myc※およびCD44※の発現低下を伴っていることから、CD133のβ-catenin/TCF経路※との密接なつながりが想定される。実際に、CD133

ノックダウン細胞では細胞核内に存在するβ-catenin※の量が顕著に減少していた。従って、CD133はβ-cateninの安定化による核移行を伴う

発がんプロセスにおいて重要な役割を担っていることが示唆され、Plk3とともに分子標的治療の候補の一つとして期待される。 
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評価項目 説     明 所見・指摘事項等 評価区分 

1.研究の必要性や

重要性 

  

①研究課題の必要

性（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。） 

がん細胞が獲得する抗癌剤耐性という性質は、抗癌剤治療の効果を

著しくそこなうものであり、その耐性を克服するための新たな手法の

考案が強く求められている。本研究課題は、がん細胞の抗癌剤感受性

を規定する仕組みや耐性獲得のメカニズムの解明を介して、耐性克服

のための新たなストラテジー※および分子標的治療薬の候補としての

シーズを提供するものである。 

・研究課題は良い。 

・がんの抗がん剤応答性の解析を通じて、発がんの

分子機構を明らかにすることは大変に重要であ

る。ただし、常にその成果をがんの予防や治療に

応用する視点が必要である。 

②県の政策等との

関連性・政策等へ

の活用性（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。） 

県民の健康の増進を計る県の主要な政策課題の中で、がんの診断、

および治療法を向上させることは極めて重要である。そのためには、

医療の質を向上させるとともに、最新の医療情報が共有され医療技術

の均てん化が実施されなければならない。それを支えるのが研究活動

である。研究活動から得られた成果は県内の医療施設で共有されなけ

ればならないという観点から、我々の研究は利益を追求する一般企業

ではなく、公的な研究機関、すなわち県立の研究機関で実施される必

要性がある。 

 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

③研究課題の社会

的・経済的効果

（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）。） 

がんの撲滅は県民のみならず国民の大きな願いである。本研究課題

は、がんの治療成績の向上に貢献するとともに、県民の健康の増進に

寄与すると期待される。また、特許等の積極的な取得により、その使

用料収入を原資にして新たな研究を展開する上での経済的な基盤の確

立にも寄与すると思われる。さらに、県立病院群へのがん患者の外来

数の増加にもつながり、病院の収益の昂進にも波及効果があると期待

される。 

・本研究における生化学的研究の成果は、未だ生物

学的な重要性も明確でなく、このステージでは社

会的経済的効果は明らかではない。 

 

３
２



④県が行う必要性

（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。） 

がん治療の質の抜本的な向上およびがん患者の予後を良好に確保す

るためには、がん化学療法の問題点の一つである抗癌剤耐性というが

ん細胞の性質を克服しなければならない。この耐性克服を目指した研

究は県内に限らず全国的に展開されている。しかしながら、抗癌剤に

よる治療効果を著しく低下させる耐性獲得というがん細胞の性質やそ

れを克服するための新たな手法の提示は極めて難しく、多くの利益を

追求しない公的な研究機関の英知を結集する必要がある。その意味に

おいて、県の研究機関もこの研究課題の解決に向けてその一翼を担う

必要性がある。 

 

2. 研究計画の妥当

性及び達成の可

能性 

  

① 計画内容の妥当

性及び達成の可

能性（計画内容

が研究を遂行す

るのに適切であ

るか。また、計

画内容を達成す

ることができる

か。） 

 

 

 

1) 抗癌剤によるDNA損傷に応答したp73の活性化をリン酸化を介し

て阻害する蛋白質としてpolo-like-kinase family ※に属するPlk1※ 

およびPlk3を同定した。 

2) グルコース飢餓※の条件下において、がん細胞はp53依存性の細

胞死に陥るが、その際に p53 の発現は転写レベルで誘導されることを

見出した。 

3) 幹細胞のマーカーであるCD133を人為的にノックダウンさせた大

腸癌由来の細胞は造腫瘍能が著しく低下していた。 

今後は、さらにDNA 損傷に応答したp53 ファミリーの活性化を昂進

あるいは阻害する蛋白質を同定し、分子標的薬剤のシーズとなるべき

蛋白質を探索する。さらに、発がんにおけるCD133の機能を調べる。

 

・in vitro におけるシグナル経路研究としては、

適切な研究計画であり、一定の成果が出ている。

 今後のin vivoやヒトがんでの研究への速やかな

展開が期待される。 

・研究計画を、少し他との関連を示す様な領域にも

広げたほうが良い。 

・着実に研究成果を出している。 

 

 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

②研究資源の妥当

性（研究費や人材

等が研究を遂行

するのに適切で

あるか。） 

研究で用いる機器及び施設については現状で十分である。 

 研究費 県  費 １，０００千円 

     外部資金 ３，３２０千円 

 研究に関る人員 県職員  ２名 

         研修生  ４名（うち大学院生１名） 

 

  

３
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3. 研究成果の波及

効果及び発展性

（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。 

県に限らず全国的にがんに対する医療の均てん化が求められてい

る。その均てん化とは、がん患者がどの地域に在住していようが良質

な医療を享受出来ることを意味する。重要なポイントは均てん化とは

単純な標準化ではなく、常により良い医療の質を目指すものである。

それを支えるのが県立の研究機関の使命でもある。本研究課題は、が

ん患者の予後を左右する抗癌剤耐性というがん細胞の持つ性質を分子

のレベルで解明するとともに、発がんの初期過程を明らかにするもの

である。本研究から得られた成果は、新たな分子標的治療薬の候補を

提供することによって、がん生物学の研究分野に新たな議論を喚起す

るのみならず、企業との共同研究を可能ならしめ、新たな医薬品の開

発にも大きく貢献するものと期待される。 

・新しい治療の開発につながることが期待される。

・P53ファミリーにしてもCD133にしても、その研

究の出口が明確でなく、現在の段階での他分野や

産業への大きな影響は期待できない。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

4.その他  

 

  

 

総合評価  ・着実に研究が進展している。 

・臨床応用を目指した戦略が分かりにくい。 

 

 

 

2：部分的に検討

する必要があ

る。 

1：中止すべきで

ある。 

※ p53：重要ながん抑制遺伝子。 

※ Plk3：polo-like-kinase familyの一員。 

※ p73：重要ながん抑制遺伝子。 

※ c-Myc：重要ながん遺伝子。 

※ CD44：細胞が接着するために必須の膜蛋白質。 

※ β-catenin/TCF経路：がん化の情報を伝達する経路の一つ。 

※ ストラテジー：方策、方法。 

※ polo-like-kinase family：polo box を持つ蛋白質リン酸化酵素群（Plk family）。 

※ Plk1：Plk familyの一員。 

※ グルコース飢餓：栄養を除去した条件。 

 

3：継続した

方がよい。 ３
４



 

平成21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） 

部会構成員氏名 
江角 浩安・中地 敬 

野田 哲生・宮園 浩平 

試験研究機関長名  中川原 章 

研 究 課 題 名 発がんとがんの進展に関わる個体発生関連遺伝子の同定※および遺伝子改変マウス

を用いた機能解析 

研 究 期 間 H18年度～H22年度 

研究の概要 

当研究局独自のDNAチップ※解析により、神経芽腫※予後※良好群において高発現を示すがん関連の遺伝子群の存在が既に明らかとなって

いる。これらの遺伝子群のうち、神経芽腫の発生や予後進展に深く関わることが予想される遺伝子群が、これまでのin vitro※における実験

結果から絞り込まれてきた。本研究の目的は、絞り込まれた数種類のがん関連遺伝子について遺伝子改変マウスを作製し、in vivo※における

生理的な機能解析、およびがんの発生、進展に関わる機能解析を行うものである。がん病態のモデル動物としての有用性、特に創薬、治療の

ためのモデル動物の確立を目指す。また、これらの候補遺伝子群はいずれも神経系で高発現を示すことが明らかとなっているため、同時に神

経変性疾患のモデル動物となることも期待される。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

 Unc5Dノックアウト(KO)マウス※：In vitroにおける実験結果から、ヒトUNC5D遺伝子はアポトーシス※誘導能を有するがん抑制遺伝子で

あることが明らかになりつつある。このオルソログ遺伝子※はマウスにも存在する。H19年度にUnc5D KOマウスを作製し、H20年度より機能

解析を進めてきた。Unc5D KOマウスは形態的な異常を示さず成長し、生後約1年を経てもがんの自然発生は認められない。また、Unc5Dは中

枢神経系や交感神経で高発現が認められるが、新生仔の上顎神経節由来細胞を用いたアポトーシス誘導実験では野生型と比較して差が無いこ

と、同様に脊髄後根神経節細胞数にも差が認めらないこと、また、交感神経の走行パターンを詳細に調べても差が無いことなど、現在調べた

限りにおいては何ら表現型が見出されていない。今後は、神経芽腫のモデルマウスであるMYCNトランスジェニックマウス※とUnc5D KOマウ

スの交配によりコンパウンドマウス※を得、Unc5Dと神経芽腫との関連性を調べる予定で、これに先立ち、MYCN Tgマウスの簡便なPCR遺伝子

型判別法を開発した(投稿中)。一方で、Unc5D が中枢神経系で高発現を示すことから、何らかの神経疾患に関連した行動異常が存在するので

はないかということを期待し、種々の行動解析を行っていく。 

Bmcc1※ KO マウス：サザン解析※により、相同組換えが確認された ES 細胞※が得られている(理研、古関研との共同研究)。今年度中には

KOマウスが誕生する予定である。 

NEDL1※ トランスジェニック(Tg)マウス：ヒトNEDL1 遺伝子を全身で過剰発現させたTg マウスを作出し機能解析を行った。NEDL1 Tg マウ

スは全身でNEDL1 の発現が認められるにも関わらず、行動解析や免疫組織の解析結果からモーターニューロン変性※や筋萎縮など筋萎縮性側

索硬化症(ALS)様の神経症状を示すことを明らかにした(投稿中)。 
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評価項目 

 
説     明 所見・指摘事項等 評価区分 

1.研究の必要性や

重要性 

  

①研究課題の必要

性（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。） 

発がん、およびがんの進展に関わる個体発生関連遺伝子の機能解析

は、培養細胞等を用いた in vitroの研究に加え、遺伝子改変マウスを用い

た個体レベルでの研究が不可欠となる。それは個体発生という時間軸

に沿って、細胞間、組織間の遺伝子発現がダイナミックに変化するた

めである。正常な神経発生過程における遺伝子群の役割を理解すると

いうことは、すなわちがんの生物学特性を理解するということであり、

将来的にはがんの予防、診断、治療に貢献することが期待される。 

・問題ない。 

・個体内における機能解析を始めとして、動物個体

を用いた研究はあらゆるステージのがん研究に

とって欠くべからざるものである。 

②県の政策等との

関連性・政策等へ

の活用性（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。） 

H19年4月に施行されたがん対策基本法では、がんの本態解明、予防、

診断および治療等の開発ならびに研究促進が講じられている。本研究

課題の最終目標は、がんの予防、診断、治療への貢献であり、得られ

た研究成果を積極的に活用し、そして発展させていく。 

・県のがん対策のみならず、難病対策にも貢献する。

・本研究は基礎から臨床研究まで、全てのがん研究

の基盤となるものであり、がんセンターには必須

のものである。 

 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

③研究課題の社会

的・経済的効果

（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）。） 

作製された遺伝子改変マウスが、創薬および治療のためのモデル動

物となることは十分に期待される。研究成果を社会へ還元するという

観点から見れば、これは県民のみならず同時に世界へ発信できるもの

である。 

・がん研究から始めて、世界的に極めて困難なALS

に解明の糸口をつかんだ。 

・直接的な社会的・経済的効果は大きくないが、が

んセンター研究局の全ての研究成果を通じての

効果は認められる。 

 

３
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④県が行う必要性

（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。） 

当研究局において同定されたがん関連遺伝子群を対象として、遺伝

子改変マウスを作製、研究することの利点は、研究にかかる時間の短

縮とコスト削減、そしてオリジナリティーの確保である。これら一連

の研究を可能にしているのは、臨床検体の入手経路の充実、解析手段

の確立と情報の蓄積、そして遺伝子改変マウス作製のための設備であ

る。当研究局にはこれら全てのシステムが整っているため、これを最

大限に活用することが可能である。 

・世界的にも例のない貢献ができる。 

・がんセンター研究局において、がんの基礎及び 

ＴＲ研究を推進するには、動物個体を用いた研究

が必須である。 

2. 研究計画の妥当

性及び達成の可

能性 

  

① 計画内容の妥当

性及び達成の可

能性（計画内容

が研究を遂行す

るのに適切であ

るか。また、計

画内容を達成す

ることができる

か。） 

Unc5D KO マウスの作製は予定どおりに完了した。研究に必要な数の

マウスを揃えるために時間を要することもあるが、これについては計

画的な繁殖を行い対応している。これまで調べた限りUnc5D KOマウス

の表現型は検出されていない。ある遺伝子を潰した場合に、必ずしも

予想通りの表現型が現れるとは限らないことは周知の事実である。し

たがって、限られた研究期間内で今後研究を進める上で、どこで区切

りをつけるかということも含めて慎重に考慮する必要があると思われ

る。 

・現在のがん関連遺伝子の機能解析の研究自体は妥

当な課題であり、達成の可能性も高い。ただし、

個体レベルでの発がん研究への展開を意識する必

要がある。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

②研究資源の妥当

性（研究費や人材

等が研究を遂行

するのに適切で

あるか。） 

 研究費：「発生工学研究室」に割り当てられる県研究費、および「が

ん先進治療開発研究室」との共同研究により本研究を進めている。 

 人材：遺伝子改変マウスを用いた遺伝子機能解析では、実際に解析

を行う研究者の専門分野以外で高度な専門知識が必要となる場合があ

り、外部との共同研究が不可欠である。相同組換えES細胞からキメラ

マウス※作製は、理研横浜研究所(古関研)、またNEDL1 Tgマウスの行

動解析は、千葉大医学部(橋本教授)との共同研究を行っている。 

 研究費 県  費 １，０００千円 

 研究費に関る人員 県職員 ３名 

 

・必要最低限の研究資源が投下されている。  

３
７



3. 研究成果の波及

効果及び発展性

（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。 

本研究は、遺伝子改変マウスを用いて、研究成果の蓄積している神

経芽腫に関わる候補遺伝子群について機能解析を行い、がんの発生、

進展に関する生理的な役割を明らかにするものである。このことは、

神経芽腫の発生過程の解明だけでなく、神経細胞に注目した多種の医

療への応用と、成人のがんの診断に向けての展開が期待される。さら

に今後、広くがんに関連した遺伝子改変マウスを作製、解析していく

うえで、がんの生物学的基礎研究のみならず、臨床応用研究のための

モデル動物が出現する可能性があり、将来的にがんの創薬への展望が

開ける。 

・今後の解析が待たれる。 

・本研究課題そのものの直接的な波及効果は大きく

ないが、がんセンター研究局全体の研究を下支え

することで、大きな効果が期待できる。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

4.その他  

 

  

 

総合評価  ・モデルマウスの実験は時間がかかるテーマである

が、がんセンター研究局にとって極めて重要であ

る。更なる努力と発展を期待したい。 

・in vitro の研究を in vivo に発展させるために

も、遺伝子改変マウスの研究は不可欠である。 

・動物個体を用いた研究の継続は大変に重要であ

る。ただし、より密接な他グループとの連携、そ

して、発がんモデルへの展開を考える必要があ

る。 

 

 

 

2：部分的に検討

する必要があ

る。 

1：中止すべきで

ある。 

※ 同定：検索し見つけること。 

※ DNAチップス：小さな基板の上に、数千から数万種類のDNAを規則正しく並べて固定したもの。一度に多種類の遺伝子の量の測定や染色体の異常を検索すること  

ができる。 

※ 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。頭蓋外固形腫瘍では最も頻度が高い難

治性腫瘍である。 

※ 予後：治療後、治ったか、治らなかったかということ。 

※ in vitro: 「試験管内において」という意味。 

※ in vivo: 「生体内において」という意味。 

※ Unc5D: DNAチップ解析により、神経芽腫予後良好群で発現が高く、予後不良群では発現が抑えられていることが明らかとなった新規遺伝子。ネトリン1分子の受容   

体であり、アポトーシスにも関与する。 

※ ノックアウトマウス：目的の遺伝子を破壊して、その遺伝子発現を消失させたマウス。  

3：継続した

方がよい。 

３
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※ アポトーシス：生物個体の持つ制御機構にしたがって、細胞が自ら生命を絶つ自殺機構によって起こる細胞死。 

※ オルソログ遺伝子：共通祖先からの遺伝によって複数の生物に存在する遺伝子。例えばマウスとヒトのベータグロビン遺伝子はオルソログである。 

※ コンパウンドマウス：２種類以上の遺伝子改変マウスを交配させ、それら全ての表現型を獲得した遺伝子改変マウス。例えば、Aトランスジェニックマウス+Bノッ 

クアウトマウス=ABコンパウンドマウス。 

※ トランスジェニックマウス：受精卵に外来遺伝子を導入して、その遺伝子を過剰発現させたマウス。 

※ PCR遺伝子：PCR法（遺伝子検査法）を用いた遺伝子のタイプ判定法。 

※ Bmcc1:千葉県がんセンターで発見し、命名した新規遺伝子。 

※ サザン解析：特定の配列を持つDNA断片の分子量を同定する方法。 

※ ES細胞：胚盤胞の内部細胞塊から得られた多能性を持った細胞。 

※ NEDL1: 千葉県がんセンターで発見し、命名した新規遺伝子。 

※ モーターニューロン変性：神経変性疾患であり、骨格筋を支配している運動神経に原因があって筋肉が萎縮してくるものを指す。筋萎縮性側索硬化症(ALS)など。 

※ キメラマウス：２固体の胚を融合させることによって作られるマウス。 

３
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平成２１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） 

部会構成員氏名 
江角 浩安・中地 敬 

野田 哲生・宮園 浩平 

試験研究機関長名 中川原 章 

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 

研究の概要 
本課題では、DNA チップ※を用いてがんのゲノム異常及び遺伝子発現を網羅的に解析することにより、がんの発生、進展に関与する重要な

遺伝子の同定※と、がんの性質と強く相関するゲノム異常や遺伝子発現パターンを用いた新しい診断法やリスク分類法の開発を行う。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 
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※予測ミニチップを開発し、新規150症例について臨床

での試行を進めた。また、ゲノム異常パターンを用いた高精度なリスク分類を構築し、外部施設との共同により検証を進めた。その結果、新

規 185 症例のゲノムによる分類も、高い再現性が確認された。ゲノムの詳細な解析からは、がん関連チロシンキナーゼ※遺伝子 ALK※の増幅

と変異も見いだし、上述のリスク分類にALK遺伝子異常を取り入れるべく、今後ALKの神経芽腫における意義付けを詳細に行う予定である。

脳腫瘍、肺癌など成人癌については、自家製DNAチップ（11000遺伝子搭載）を用いた肺癌200例、脳腫瘍100例の遺伝子発現データと、肺

腺癌120例、脳腫瘍100例のゲノムコピー数異常のデータが得られている。肺癌では上記ALKの転座をもつ症例のALK阻害剤による臨床試験

が近く日本でも開始される予定であり、今後のリスク分類においても非常に重要であることから、神経芽腫ならびに肺癌のALK遺伝子異常の

有無と相関する遺伝子発現パターン等を今後解析していく予定である。一方、ALK 以外にもがん関連遺伝子の同定解析については、ゲノムや

遺伝子発現の網羅的解析から絞り込んだ遺伝子群について解析を進めている。特に神経芽腫の癌遺伝子LMO3等が関わる神経発生・分化関連転

写因子群の転写制御機構について詳細に解析しており、発生初期の神経組織でのこれらの遺伝子の発現の追跡を目的に、遺伝子導入マウスの

作製を開始した。今後はこれらの候補遺伝子について、病態との関連について解析を進める。遺伝子導入マウスの解析は、神経芽腫の細胞増

殖のメカニズムの解明と病態モデル作製に役立つと期待される。 

評価項目 説     明 所見・指摘事項等 評価区分 

1.研究の必要性や

重要性 

  

①研究課題の必要

性（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、その予防と克服のために、発症

・悪性化機構の解析や、高精度な診断法の開発は今後一層ニーズが高

まると考えられる。がんのゲノム異常や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。 

 

 

・がんセンター研究局の小児がんゲノム解析による

先進的診断法の開発は、世界の当該領域の研究を

リードしており、世界中の小児がん患者にとって

も重要な研究である。 

・具体的に臨床に還元されている。 

 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 
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②県の政策等との

関連性・政策等への

活用性（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、小児がんならびに成人がんの

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

基盤となると期待されるほか、医療施策の効率化にも活用できる可能

性がある。 

・千葉県発の革新的診断法を世界に発信することは

広く千葉県の健康施策や科学教育の推進に寄与

するものである。 

③研究課題の社会

的・経済的効果（

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）。） 

がんの高精度な悪性度予測、リスク分類が本課題によって可能とな

れば、迅速かつ効果の高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、県民へのクオリティの高い医療

の提供に繋がり、千葉県における高度先進医療の実現に貢献すると考

えられる。 

・本研究の出口は、主に診断法開発や予後予測に関

するものであり、大きな経済的効果は大きくな

い。ただし、社会的波及効果は大きい。 

・臨床に成果が還元されている。 

 

④県が行う必要性

（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。） 

千葉県には本施設を含めゲノムおよび遺伝子研究の専門的研究機関

のクラスターが複数あり、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。当センターで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、小児がん組織バンクも全国規模であり、

これらの研究基盤を活用することで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。 

 

 

 

 

 

 

 

・この、がんセンター研究局が世界をリードしてい

る研究を、さらに発展させることは、世界中の小

児がん患者に対する千葉県民の責務である。 
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2. 研究計画の妥当

性及び達成の可

能性 

  

① 計画内容の妥当

性及び達成の可

能性（計画内容

が研究を遂行す

るのに適切であ

るか。また、計

画内容を達成す

ることができる

か。） 

 

 

 

以下の研究基盤を最大限に生かし研究を進めている。 

研究材料について： 

小児がん研究では、全国の臨床施設から集まった当研究局の神経芽腫

組織バンクのサンプルを用いる。これらのサンプルに付随して、各種

予後因子や臨床経過などの貴重な情報が整備されており、本課題の遺

伝子発現およびゲノム異常のデータを加えることにより、効率よい重

要遺伝子の同定が可能である。 

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迅速に還元できる。ま

た、本研究局は臨床との密な連携が可能であり、臨床および県民のニ

ーズに直結した課題設定が可能である。 

研究手法について： 

網羅的なゲノム解析、遺伝子発現解析は本研究局内でルーチンに実施

可能である他、先進的な解析手法については必要に応じて他施設との

共同研究を組むことで効率よく実施できる体制が整っている。 

・小児がんに関する研究課題は、その内容も妥当で

あり、達成の可能性も高い。ただし、他の成人が

んへの展開はより焦点を絞り込む必要がある。 

・統計モデルの構築とそれに基づく解析法の導入が

望まれる。（例えば、beysian networkなど） 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

②研究資源の妥当

性（研究費や人材

等が研究を遂行

するのに適切で

あるか。） 

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。 

 県 費   １，０００千円 

 外部資金 １２，３５０千円 

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

ー医療局と連携を行っている。 

 

・研究費を増額することにより、支援者の雇用と情

報科学的解析の外部委託等が必要と思われる。 
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3. 研究成果の波及

効果及び発展性

（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および遺伝子発現の情報を多

検体について網羅的に解析・蓄積することにより、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に発展させることができる

と期待される（創薬）。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、がんの新しい予後診断やリス

ク分類の構築にも活用できる（診断法の開発）。このような診断システ

ムの開発を通して、がんの性質に合った効率的な治療や病後の生活の

質を尊重した質の高い医療を県民に提供することに繋がる。本課題で

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がんの診

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が、

今後様々ながんに広く適用される時代が到来することは必至であり、

さらなる発展が期待される。以上のように、本研究は、パーソナルゲ

ノム医療の実現に向けた重要な基盤研究となるとともに、県民の健康

福祉の向上および医療費の削減など、様々な形での社会への還元と、

多施設連携による新しい技術のシーズを提供するものである。 

・神経芽腫の診断・予後予測に大きな貢献をしてい

る。 

・本研究による小児がんの先進的診断法の開発は、

さらに新たな分子標的の同定を通じて、製薬業界

にも大きな波及効果が期待できる。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

4.その他  

 

  

 

総合評価  ・当該研究は明らかに世界をリードしており、ＩＢ

Ｍとの共同プロジェクトに選ばれた理由も明ら

かである。 

・ALKに関する研究など重要な成果が得られた。 

 

 

 

 

2：部分的に検討

する必要があ

る。 

1：中止すべきで

ある。 

※DNAチップ：小さな基板の上に、数千から数万種類のDNAを規則正しく並べて固定したもの。一度に多種類の遺伝子の量の測定や染色体の異常を検索すること  

ができる。 

※ 同定：検索し見つけること。 

※ チロシンキナーゼ遺伝子ALK：ALKはAnaplastic Lymphoma Kinaseの略。ある種のリンパ腫で高度に活性化し、がんの進展に関与する遺伝子として見つかった。 

3：継続した

方がよい。 

４
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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２１年８月１０日（月）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） 
  中川原センター長、 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 
 
 
 


