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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２１年度より（独）放射線医学総合研究所や中国   

河北医科大学との研究・教育に関する協定の締結、神経芽細胞腫の治癒率向上

のためのＩＢＭ社・千葉大学との共同プロジェクトなど、多施設との研究交流

を積極的に行っています。 

本専門部会では、がんセンター研究局の研究課題全１９課題の中から、がん

センター研究局の内部評価委員会で選出された８つ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。 

 平成２１年度よりがんセンター研究局の大幅な組織改編を行い、平成２２年

度には遺伝子診断部を新設し、研究部門と診断部門が一体となって臨床研究を

推進できるよう研究体制の強化を図りました。 

 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

ことが必要です。 

 今回の課題評価が、がんセンター研究局における研究のさらなる発展の参考

となり、千葉県の対がん施策推進の一助となれば幸いです。 
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２課題評価結果 

（１） 総 括 
 今年度は、事前課題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

評価を行った。 

 今回評価対象となった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でき、今後の研究の進展が期待される。 

 また、様々な施設との研究・教育に関する協定の締結や、国内外からの研究生など

積極的にマンパワーを受け入れ、国や企業からの外部資金の導入など、コストパフォ

ーマンスも高く、研究体制の整備が進められている。 

 各課題の総合評価の結果は下表のとおりである。各研究課題の詳細は、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  がん診療専門施設における医療の評価と生存率等の公表

に関する研究 

区分 研究の概要 総合評価 

採択した方がよい 

事前 

評価 

精度の高い統計の公表を通じ

て、都道府県のがん対策推進

基本計画に資する情報を提供

するのみならず、がん医療を

受ける患者の手元に届け、受療

の道しるべを示すことにある。

施設別生存率の公表では本年

2003 年診断症例の集計を公表

し、これを Web 上で利用する

ための環境の整備を進める。 

・全国がん成人病協議会の一員として施設内

登録、地域がん登録とともに重要であり、

進めるべき研究である 
・全国がん成人病協議会のプロトコールに加

えて、千葉県独自の付加情報・公表方法を

工夫していただきたい 

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 

継続した方がよい 

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、具体的なスクリー

ニングが順調に 進み、創薬の候補

分子が見つかりつつある。近い

将来、千葉県のみならず広く人類の

がん克服に貢献できるものと期待

される。 

・本センターが世界をリードする研究領域で

あり、今後も強力な推進により創薬へつな

げてほしい 
・出口を目指した研究になるとより波及効果

が大きいと思われる 
・これまでの実績に基づき、更なる発展と

成果が期待され、千葉のがん研究の目玉

として継続されることを期待する 
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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 

継続した方がよい 

中間 

評価 

細胞傷害活性を有するアデノ

ウイルス※による直接的な腫瘍

局所の破壊と、その過程で誘導され

る抗腫瘍免疫応答を効果的に利用

し、最終的には遠隔転移巣をもター

ゲットとした新規治療法を開発

する。 

・既存薬との併用や invivo※での POC 取得を

試みているが、実際の臨床研究になぜつな

がらないのか、そこに大きな疑問を感じる 

・研究の進捗が停滞していると感じられる 

・2010 年の原著論文も少ない 

 
※ 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、膀胱炎を起こすことがある。 

※ invivo：「生体内において」という意味 

 

研究課題名 千葉県民を対象とした分子疫学コホート調査による疾病罹

患リスク評価と個人向け予防法の確立 

区分 研究の概要 総合評価 

継続した方がよい 

中間 

評価 

地域に密着して、住民の健康状態

を長期にわたり追跡することに

より、がんの発症・再発に関わる

因子を同定し、県民個々のリスクに

応じたがん予防の実現を目指す。 

・ライフイノベーションとの関連性を再検討

してほしい 
・極めて重要な研究であり、ぜひとも推進

していただきたい 

                         

  

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 

継続した方がよい 

事前 

評価 

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、新たな治療法を開発す

る。 

・がん幹細胞で機能すると考えられる数種の

標的分子の機能に関して興味深い結果が

得られている 
・順調に進んでおり、今後の更なる発展が

期待される 
・非常にアクティブであるが、研究テーマに

優先順位をつけて取り組んでいただきたい 
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※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 
※ ＡＬＫ：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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

継続した方がよい 

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。 

・研究成果もあげており、これからの発展が

期待できる。上條研究室との連携をさらに

進め、多角的なアプローチをしてほしい 

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 

継続した方がよい 

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。また、

新規治療法開発につながる詳細な

解析を行う。 
 

・大変に重要な研究であり、期待に応える

成果が得られている。個別化診断からさら

に、難治性グループに対する新規治療法の

開発につなげてほしい 
・独創性・実績・臨床応用のどれについても

優れており、更なる発展が期待できる 
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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 
 

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 

継続した方がよい 

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。 

 

・センター全体の研究基盤としての重要性も高く、

強力に推進すべきである 
・研究責任者が交代したばかりであり、今後の進展

をしばらく見守りたい 
 



 

平成２２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） 

野田 哲生・中地 敬 

宮園 浩平・金子 安比古 部会構成員氏名 

・ 

試験研究機関長名 中川原 章 

研 究 課 題 名 がん診療専門施設における医療の評価と生存率等の公表に関する研究 研 究 期 間 平成23年度～平成25年度 

研 究 の 概 要 １．がん診療専門施設における医療の評価と生存率等の公表に関する研究 

全国がん成人病協議会加盟31施設を対象とした同課題名のがん研究開発費研究班を申請中である。本研究の意義は、精度の高い統計の公表

を通じて、都道府県のがん対策推進基本計画に資する情報を提供するのみならず、がん医療を受ける患者の手元に届け、受療の道しるべを

示すことにある。施設別生存率の公表では本年2003年診断症例の集計を公表し、これをWeb上で利用するための環境の整備を進める。 

 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。県内の拠点病院を始めがん登録協力施設に対して予後

情報を含めた登録情報を利用するための環境を整備していく。研究としては第三次対がん祖父江班にがん罹患全国推計のための罹患データ

を提出するほか、がん研究開発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る。さらに厚生労働科研中皮腫岸本班に

おいて地域がん登録をベースにした中皮腫※将来予測の研究を進める。 

 

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。） 

がん診療連携拠点病院の整備が進み、がん医療の地域連携と均てん化

が求められている。一方で医療レベルの格差と情報不足の狭間にがん

難民が生まれている。診療の質の評価やアウトカムを計測し情報を発

信するための仕組みを構築していく必要がある。本研究は全がん協加

盟施設の院内がん登録データを収集して精度の高い生存率データを提

供し、また拠点病院から収集された地域がん登録データから予後情報

を還元することにより拠点病院間の連携の上にがん医療の均てん化を

図るものである。 

・治療技術の評価を速やかに行うためには大変に

重要な研究である 

・長期の支援が必要 

・がん医療行政だけでなく患者にとっても有益な

情報であり、非常に重要である 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

（
２
）
事
前
評
価
 

６
 



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。） 

拠点病院における住民票照会や人口動態死亡データを利用した予後確

認調査にもとづくデータ収集が来年度に迫っており、地域がん登録か

ら予後情報が適切なタイミングで提供されない場合大きな混乱を招来

するおそれがある。千葉県においては急速に進む高齢化によりがん患

者数の増大が県内のがん診療のリソースを大きく凌駕するおそれがあ

り県内の罹患状況や受療状況に関する基礎データが早期に提供されな

ければならない。 

・がん対策推進基本計画の実施に伴い、近年得られ

る情報が質・量ともに豊富になっている 

 

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。） 

千葉県のがん対策基本計画において地域がん登録の充実とがん難民を

生み出さないための適切な情報の提供が盛り込まれており、本研究の

めざす基盤的がん情報（精度の高いがんの罹患率並びに生存率統計）

の提供はがん対策の基礎データとなるばかりでなく、がん患者が医療

を受ける際の貴重な指針を提供すると思われる。 

・全国がん（成人病）センター協議会の中で、中心

的な役割を 果たすとともに地域のがん発生・治

療を正確に 評価することは重要である 

 

 

 

 

 

 

 

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）。） 

がん患者にはがん治療を受ける際の治療法の選択や標準的な治療を受

けた場合の治療の見通しに関する情報を提供する。医療機関には自施

設で治療した患者の長期予後情報をがん登録から提供可能である。行

政機関にはがん対策立案の際の現状分析と施策の効果を判定するため

の指標を提供する。県民は医療圏のがん罹患の特性に基づいた保健予

防活動やがん医療への資源配分の恩恵を受けることができる。 

 

 

７
 

 



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。） 

がん罹患とこれに対する医療の充実は各県毎に異なった背景と現状が

あり、各県の現状を把握し、限られた医療資源を効率よく配分する必

要がある。そのためには医療機関が作成する院内がん登録情報と地域

のがん情報を集約する地域がん登録情報を連結し、地域特性を反映し

た精度の高い指標を活用することが必要である。 

・県としてのがんリスク評価と診療レベル向上の

ため、県として行う必要性は高い 

・県民への医療情報の提供という点でも極めて重要

 

 

 

 

 

 

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。） 

１．がん診療専門施設における医療の評価と生存率等の公表に関する

研究：全がん協加盟31 施設の協力を得て施設現況調査並びに2003 年

診断症例の生存率調査を実施予定である。２．千葉県がん登録の進捗

状況：地域がん診療連携拠点病院とその協議会の協力を得て院内がん

登録データの収集と予後情報の還元を行う。  

・地域登録において、他地域との交流をどのように

評価するのか 

・研究成果を千葉県のがん医療政策に生かすための

努力が必要 

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。） 

全国がん成人病協議会加盟31施設を対象とした同課題名のがん研究開

発費（研究班）を申請中である。個別の研究は加盟施設より研究協力

者の参加を得て遂行する。千葉県がん登録の予算ないし運営に関して

は主管課の健康づくり支援課との協議により遂行する。 

 

研究費  県費   1,000千円 

     外部資金 23,100千円 

研究に関わる人員 県職員  2名 

          

 

・妥当である 

・今後も外部資金の取得に努力してほしい 

・登録に必要な人権費のサポートが不十分 

・県民に直接リンクした重要かつ必要な事業で

あり、県が特別な予算措置で行うことを強く望む

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い ８
 



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。） 

がんの一次予防・検診による早期発見・診療成績の評価・主治療終了

後の地域連携に至るまで、現状把握と評価の指標を手供する仕組みを

がん登録は有している。またセキュリティと個人情報の扱いに配慮し

たがん登録情報の流通と活用はがんの診断にかかるコストを削減し、

精度を高める。 

・医療の質の評価、経済的なアスペクト等、医療

施策への波及効果は大きい 

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   

・全国がん（成人病）センター協議会の一員として

施設内登録、地域がん登録とともに重要であり、

進めるべき 研究である 

・全国がん（成人病）センター協議会のプロトコー

ルに加えて、千葉県独自の付加情報・公表方法を

工夫していただきたい 

 

3：採択した方が

よい。 

2：部分的に検討

する必要があ

る。 

1：採択すべきで

ない。 

※ 中皮腫：胸膜・腹膜・心膜の表面をおおっている「中皮」から発生した腫瘍で、そのほとんどは何らかのアスベスト曝露歴がある 

９
 



 

平成２２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） 

野田 哲生・中地 敬 

宮園 浩平・金子 安比古 部会構成員氏名 

・ 

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、わが国においては男女とも２人に１人はがんに罹患する時代となり、死亡率第１位のがんでは年間３４万人が亡くなっている。

千葉県においても、年間１万２千人ががんで死亡しており、千葉県がんセンターはがん克服のための最先端治療を県民に提供する当然の義務のほか、

研究局としては難治性がんに対する新しい診断法および治療薬の開発を行うことが強く求められている。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必要である。そこで、我々は、新規創薬を目的として、

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２１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。さらに、NLRR1, ALK, ShcC, TrkB, BMCC1に関

しては、具体的な治療用単クローン抗体の作製や低分子化合物のスクリーニングが順調に進み、創薬の候補分子が見つかりつつある。また、これら

標的分子の多くは発がんにおける重要分子でもあり、臨床検体やノックアウトマウス※作製を駆使して発がん機構の解明も並行して進展させ、極め

て興味ある研究成果が得られた。これらの成果は、近い将来、千葉県民のみならず広く人類のがん克服に貢献できるものと期待される。 

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※343 例の解析から、日本人神経芽腫の ALK チロシンキナーゼ受容体遺伝子※の変異は 6.1％であった（点突然変異

4.7％、増幅1.5％）。うち2例は胚細胞性変異であり、共にチロシンキナーゼ領域より膜側であった。また、ALK遺伝子の転写誘導がMYCNによ

って直接行われていることが明らかになり、変異の無いALKががん細胞の浸潤・転移の促進に寄与している可能性が示唆された。 

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つの蛋白質のう

ち、Protein-Yがミトコンドリア経由細胞死の際に起こるチトクロムCの放出の制御に関与していることが明らかになった。 

（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（NLRR1）、アポトーシス誘導（NLRR2）、分化促進（NLRR3）を司ることを見出した。NLRR1に関してはノックアウトマウスを作製し、現

在その表現形を解析中である。また、治療用単クローン抗体を作製しスクリーニング中である。NLRR2, NLRR3についても細胞レベルの解析が進

み、ノックアウトマウスも作製中である。 

２） NLRR遺伝子： BMCC1は正常部に対し癌部において発現が低下しており、がんにおいて抑制的に働いていることが示唆された。BMCC1のantisense 

large non-coding RNAであるDD3は前立腺がんにおいて発現が高く、pro-apoptotic proteinであるBMCC1の発現を抑制した。また、DD3発現

（
３
）
中
間
評
価
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を抑制すると細胞死が誘導されたことから、DD3が治療薬開発の標的となる可能性が示唆された。 

３） UNC5D遺伝子： 細胞レベルでの解析とノックアウトマウス作製を行い、リガンドであるnetrin-1欠乏状態において、NGF欠乏などのストレス

により発現誘導されたUNC5D※はcaspase によって細胞内ドメインが切断され、それが核に移行してapo-apoptotic genes を発現誘導すること

が明らかになった。 したがって、神経芽腫自然退縮を担う重要な分子であることが強く示唆された。 

４） LMO3遺伝子： p53※と結合し、その機能を抑制することを明らかにした。 

（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TAp63がMYCNがん遺伝子の発現を直接負に制御し、神経芽腫がん幹細胞とされて

いるI-type cellsに特異的に高く発現していることを見出した。 

２）RUNX3遺伝子： 染色体1p36にマップされ、p53のco-activatorとして働くとともに、MYCNがん遺伝子産物の機能制御にも関わることが示唆さ

れた。 

（４） 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 

１）TrkB, ALK, ShcCを神経芽腫の分子標的として、300万個のsmall compoundsをスクリーニングするプロジェクトをIBMの国際社会貢献として行

った。TrkBの候補阻害剤については、すでに細胞株を用いてスクリーニングを開始している。現在、さらに３個の標的を追加中である。 

 

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と臨床

試験への展開を目指す。 

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。 

・千葉県がんセンターが、世界をリードしている

がん研究領域であり、世界の神経芽腫の患者の

治療への道を拓く研究課題である 

・臨床への応用が期待され、千葉県として誇れる

研究資産である 

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

 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。 

・研究成果は千葉県発の成果として全国的な波及

効果が大きい 

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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のか。） 

 

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。 

・診断のみならず、創薬への展開を担う研究であり、

社会的に大きな効果が期待される 

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。） 

 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。 

・神経芽腫の発がん機構解析は千葉が世界をリード

しており、千葉発の情報が世界に注目されること

は大変に重要である 

・当該研究のように世界レベルの研究を千葉県が

行うことにより、千葉県全体の医療レベルの向上

が期待できる 

 

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。 

・未だ機構の解明に関する研究が多く、分子標的等

の解析への展開が弱いように思われる 

・多くの遺伝子の解析を行っており、着実に成果が

上がっている 

・これまでも優れた研究実績をあげており、研究

計画・実現可能性も妥当である 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

１
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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   97,000千円 

研究に関わる人員 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） 

 

・妥当である 

・治療への展開を考えるとＡＬＫなどいくつかの

ゲノムにもう少し力を注いでも良いのではない

か 

 

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。 

・他にがん研究、そしてがん創薬の流れに与える

影響は大きい 

・神経芽腫発症の分子メカニズムの解明という観点

から波及効果は大きい 

・創薬につながるかどうかは現段階でも不明瞭

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 

4.その他  ・NLRR１のＭＡＢ※の開発はぜひ発展させてほしい  

総合評価   

・本センターが世界をリードする研究領域であり、

今後も強力な推進により創薬へつなげてほしい 

・出口を目指した研究になるとより波及効果が

大きいと思われる 

・これまでの実績に基づき、更なる発展と成果が

期待され、千葉のがん研究の目玉として継続され

ることを期待する 

 

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。 

※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 

※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 

※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 

１
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※ALKチロシンキナーゼ受容体遺伝子：上記と同一 

※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 

※UNC5D：DNAチップ解析により、神経芽腫予後良好郡で発現が高く、予後不良郡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 

※p53：重要ながん抑制遺伝子 

※アポトーシス：生物固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 

※ＭＡＢ：Maximum Androgen Blockadeの略。前立腺がんにおけるホルモン療法。 

１
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平成２２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） 

野田 哲生・中地 敬 

宮園 浩平・金子 安比古 部会構成員氏名 

・ 

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 
細胞傷害活性を有するアデノウイルス※による直接的な腫瘍局所の破壊と、その過程で誘導される抗腫瘍免疫応答を効果的に利用し、最終

的には遠隔転移巣をもターゲットとした新規治療法の開発を指向した研究を行なう。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

従来の治療法が多くの場合無効である悪性中皮腫などの難治性腫瘍に対して、これまでの治療法とは全く異なる手法による治療法の開発を

目的としている。すなわち、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、局所治療から全身的治療

へと向かう治療法に焦点を当てる。直接的な腫瘍破壊のために、腫瘍に特異性を有して細胞融解を起こる遺伝子組換え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ている。ヒトの腫瘍において高発現の遺伝子の転写調節領域を用いて、ウイルスの増殖に必須の初期応答

遺伝子の転写を制御させた当該ウイルスは、上記の腫瘍に対して殺細胞効果を有していた。そこでこの効果をさらに向上させるために、細胞

受容体との結合に関わるウイルス遺伝子をさらに組換え、受容体がヒト腫瘍で低発現であるCAR分子※から高発現のCD46分子※と変換した改

良型の腫瘍融解性ウイルスを作成した。このような改良型は、悪性中皮腫や膵がんにおいて、従来型のアデノウイルスよりも高い抗腫瘍効果

を示している。このような遺伝子医薬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、今後抗がん剤等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。一方、これまで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。最近、新規分子であるインターフェロンラムダ※がヒトの腫瘍細胞に対して細胞死を誘導する

ことを明らかし、しかもまた抗がん剤との併用効果を有することを見出した。また、このインターフェロン遺伝子を発現するアデノウイルス

を作製し、当該ウイルスを用いた抗腫瘍効果も明らかにした。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。とりわけ悪性中皮腫については、がん抑制遺伝子 p53 を発現するアデノウイルスや、

E1B-55kDa 分子を欠くアデノウイルスが当該腫瘍に対して殺細胞効果を惹起し、抗がん剤との併用が有用であることを見出している。また高

カルシウム血症等に有用であるビスフォスフォネート※もp53経路を活性化し、悪性中皮腫に対して細胞傷害性を有していることを明らかに

しており、上記アデノウイルスによる殺細胞効果との併用についても検討を重ねる予定である。 

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

現在有効な治療法に乏しい難治性腫瘍や再発症例に対して、従来と

は異なる新たな治療法が確立できれば、患者さんにとって治療法の選

択肢が広がるメリットがある。また従来の治療法との併用によって、

・悪性中皮腫の予後は相変わらず不良であり、有効

な治療法の開発は重要課題であり、発展を期待

する 

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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のニーズを踏ま

えているか。） 

現行の治療法の用量を減少させ副作用を回避することも可能になる。

基盤研究に基づいて臨床試験への展開を目指す本研究は、バイオ医薬

品開発の基本ビジネスモデルの一つであり、しかも新産業を担うベン

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義を有している。本研究自体は抗腫瘍効果の誘

導とその機序の解析が中心となっており、純粋な基礎研究というより

も、治療という臨床的色彩を強めているが、実際には GMP レベル※の

医薬品の製造とその実用化のプロセスは容易ではない。 

・中皮腫のような難治性がんでは遺伝子治療は魅力

がある 

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。） 

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、高い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。また千葉

県の医療施設の先端医療の基地化によって、外国人患者を受け入れる

国際医療都市としての地位を向上させることに繋がる。 

・県の施策との関連性は高くはない。ある程度、 

中皮腫のハイリスク郡は絞り込むことが可能

であり、予防の研究が望まれる 

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）。） 

遺伝子医薬は、体表からあるいは内視鏡等を使用して、体内のほと

んどの部位で直接投与可能で、特別な技術や装置を必要とせず、また

強い副作用がほとんどないことから、患者さんにとって肉体的負担の

軽い、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、急速に高齢化が進行する千葉県にお

いても意義がある。また、国際性を有した医療クラスターを形成する

際、癌治療の新たな一分野として、医業収益の改善に役立つことも可

能である。ただ、日本の遺伝子医薬の実情からして、当該分野の実用

化には資金面をはじめ多くの問題点を有しているのも事実である。 
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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。） 

難治性でなくとも標準治療で治癒しなかった症例は、現状ではベス

トサポーティブケアーの選択肢が残されているのみである。したがっ

て、これ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

補の一つである。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が目指す

べき方向と考えられる。さらに当該研究は、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、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。 

・あまり必要性は高くない 

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研究遂行に必要な技術については、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

をしている。本研究の最終目的は医薬品の製品化であるが、それは製

薬ベンチャーをはじめとする企業サイドの経営環境等、研究以外の要

素に大きく依存している。したがって、本研究チームとしてはproof of 

conceptを示すことが直近の課題であり、それを考えれば研究計画その

ものには妥当性がある。しかし、実際の臨床へのブリッジングにおい

ては、本研究の範疇以外にも多くの克服すべき点があり、長期的な研

究成果ならびにその発展性については全く不明である。本研究を千葉

県職員のみで行うことは難しいこともあって、千葉大学大学院と連携

しており、今後ともグローバル COE※による大学院生教育の支援を受

け、同大学院とは特定の腫瘍をターゲットに連携を推進する。 

・本課題中の第３世代ビスフォスフォネートに

関する研究は、その臨床効果を上げることに貢献

できるとは考えられない 

・ビスフォスフォネートの作用は不明の点が多い

が、中皮腫の治療は重要な課題であるので発展を

期待する 

・臨床への応用に至るまでの戦略・ステップが明確

でなく、現実性に欠ける 

・臨床応用へ可能性がみえていない 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

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行うことが可能であり、むしろそれに適し

た性質のものである。スクリーニングする検体の処理数など、その研

究規模の大きさによって成否が依存する他の研究分野とは基本的に異

なる。したがって、本研究の直近の目的であるproof of conceptある

いは非臨床試験相当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に至る点では不確定

・妥当あるいは、これでも過剰  
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要素が極めて強くなり、とりわけ臨床試験への移行においては GMP レ

ベルの医薬品の製造に多額の資金を要するため、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。これに至るためにはかなりの努

力が必要で、その戦略の構築は難しいのが現状である。現時点におい

て本研究自体を施行するための研究資源は支障なく、一方研究員は今

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 6,300千円 

研究に関わる人員  県職員  2名 

          大学院生 3名 

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。しか

し、当該研究に関わる遺伝子医薬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

応用・展開とは明らかに異なり、治療を主眼とした研究とはいえ、基

礎試験段階で発展性について言及するのは困難である。遺伝子医薬は、

外国で多くの臨床試験が施行されているが、本研究による知見が具体

的に臨床試験に進みうるかどうかは、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。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異なる点もあり、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。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、全ての先進国が目指しているものであり、その中で

日本各地あるいは諸外国より患者さんをリクルートし、成田空港を拠

点とする国際医療圏の構築に寄与できる可能性がある。 

・臨床フェーズへの進展の面が見当たらず、波及

効果はなく、発展性も疑問である 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

4.その他  

 

 

 

・中国河北大学との共同研究が進めば面白い  
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総合評価   

・既存薬との併用や invivo※でのＰＯＣ取得を

試みているが、実際の臨床研究につながらない理

由に疑問を感じる 

・研究の進捗が停滞していると感じられる 

・２０１０年の原著論文も少なく、執筆の努力が

必要である 

 

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、膀胱炎を起こすことがある 

※ 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 

※ 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 

※ 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る生体防御を司る蛋白質の一種 

※ ビスフォスフォネート：高カルシウム血症の治療等に利用される医薬品の化学名の総称 

※ GMPレベル： 医薬品を生産する際に遵守すべき基準 

※ COE：文部科学省科学研究費助成金で特別推進研究のひとつ 

※ invivo：「生体内において」という意味 
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平成２２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） 

野田 哲生・中地 敬 

宮園 浩平・金子 安比古 部会構成員氏名 

・ 

試験研究機関長名 中川原 章 

研 究 課 題 名 千葉県民を対象とした分子疫学コホート調査※による疾病罹患リスク評価と 

個人向け予防法の確立 

研 究 期 間 平成17 年度～平成37年度 

研究の概要 
地域に密着して、住民の健康状態を長期にわたり追跡することにより、がんの発症・再発に関わる因子を同定し、県民個々のリスクに応じたがん

予防の実現を目指す。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

千葉県がんセンターがんの分子疫学コホート調査研究計画は平成20年に先行調査を行い、それを踏まえて平成21年度は本調査の体制作りを行った。

平成22年度より、分子疫学コホート研究の本調査に入る。 

［研究の進捗状況］ 

先行調査では千葉県がんセンターがんの分子疫学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５００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）を行った。その結果、研究に協力してくれた住民の多く

において自分の遺伝子多型情報に関心が高いこと、および、多型情報を知る機会を得ることは遺伝子型検査に対する陰性イメージを低下させる可能

性が示唆された。 

これを踏まえ、本調査の計画を立案し、千葉県がんセンター倫理審査委員会の承認を得た。また、国立がん研究センター予防研究部の進めている次

世代コホート研究と連携することが決定した。さらに、検体管理システムおよび DNA 自動抽出システムの導入など環境整備を行った。現在は、県健

康福祉部、県医師会の支援のもと、本調査の開始に向け最終調整中である。 

［今後の研究計画］ 

平成22年度の本調査を千葉県市原市にて開始する。来年度以降、調査を市原市全域から県内へ徐々に拡大し、継続する。千葉県民を対象とし、最終

的に万単位の協力者を長期にわたって追跡調査することにより、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。 

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

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、体質と地域性を考慮した対策により、がん罹患率の低減などによる

疾病罹患ピークを抑制し、発症時期を遅らせ、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。 

・分子疫学コホート研究の重要性は明らかである

が、手法の点で再考の余地があるのではないか 

・時間のかかるものであり、継続的に行われること

が重要 

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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えているか。） ・コホート調査が必要な理由が明確になっていない

・将来のがん予防の中心となる研究であり、千葉県

としても今から取り組む必要がある 

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。） 

本研究により得られた研究成果は個々の体質に合った効果的健康増進対

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。 

・国レベルや他領域のコホート研究との連携の可能

性を充分にリサーチする必要がある 

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）。） 

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。 

 

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。） 

千葉県は、全国２位のスピードで人口の高齢化が進んでいる。千葉県は

比較的人口移動が少なく、生活習慣や遺伝的背景を考慮して、検体の収

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。本研究は、県や市町村との連携の取れる県の研究

機関が行うのに相応しい研究課題である。 

・県レベルでの調査を千葉県が行う必要性は再検討

する必要があるかも知れない 

 

 

2. 研究計画の妥当

性及び達成の可

能性 

  5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

２
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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。） 

本研究は健康診断、医療情報などを統括している県、市町村および医師会

と連携して推進する。県内で行われる市町村健診をベースに協力者を募

る。また、国立がん研究センターのコホート調査と連携をとる。最終的に

万単位の協力者を長期にわたって追跡調査することを目標とする。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。ま

た研究局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、がん患者の発生と予後の追跡について

連携を予定している。また、国内の専門家による推進委員会を組織し、

計画に関し広く意見を求める。 

・ゲノムコホートの関与はどのようになっている

のか 

・国立がんセンターと連携することで今後の発展が

期待される。バイオサンプルと質問票に千葉県

独自のものを加えてほしい 

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。） 

平成２２年の本調査では、特定健診を受ける一般住民１０００人を予定し

ている。本研究は研究局の横断的プロジェクトであり、参画している人員

は、千葉県がんセンターセンター長を含む県職員６名、任期付き研究員１

名である。平成 21 年度の研究費は、千葉県研究費および民間助成金を用

いた。内訳は以下の通りである。 

千葉県からの備品費  17,610,000 円 

民間助成金       4,800,000 円 

・国立がんセンターとの共同で研究を行うことで

連携をとりながら研究を進めてほしい。その中で

千葉県としての特徴をいかに出すかを今後検討

してはどうか 

 

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。効果的な

治療法や予防法が確立でき、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。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。分子疫学コホート研究は、長い期間を要

する地道な研究であるが、地域に根ざした、次世代の健康づくりに貢献す

るシーズを提供するには不可欠である。 

・この限られた地域の限られた規模での影響は

あまり大きいとはいえない 

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  

 

・将来的には外部資金を取得することを目指して

ほしい 

 

 

総合評価  ・ライフイノベーションとの関連性を再検討して

ほしい 

・極めて重要な研究であり、ぜひとも推進していた

だきたい 

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。 

２
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※ 分子疫学コホート調査：医学の進歩を目的として、ある集団に対して、長期にわたり継続して調査を行うこと。 

アンケート調査、罹った病気など健康状態に関する情報、血液・尿などの検体由来の DNA・タンパク・細胞などを解析した体質情報などを収集・    

分析して、病気の原因や予防法を探す研究を指す。 
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平成２２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） 

野田 哲生・中地 敬 

 宮園 浩平・金子 安比古 部会構成員氏名 

・ 

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を実施した。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 ONCOGENE, 2010）。このBmi1制御にかかわるPHC3の機能解析を行い、報

告した（Iwata S他Cancer Sci, 2010）。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、CD133

が細胞シグナル系に影響を及ぼして分化を制御することを見出した（Takenobu H他 ONCOGENE,2010, in press）。また、CD133の機能解析を耐

性克服研究室と共に行い、現在消化器外科との共同研究にて大腸がん検体からCD133陽性細胞を放医研との共同研究によってソーティングし、

これを用いた実験を行っている(Shimozato 他)。以上から CD133, BMI1 等の幹細胞マーカー、幹細胞性制御因子ががん幹細胞の分化を抑制し

ていることを見出した。これを基に分化誘導療法の開発を行って、がん幹細胞特異的療法を開発する。肝がんのがん幹細胞（side population

細胞）におけるPlk1/p63経路※の意義を解析した結果、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 S他ONCOGENE, 2009）。 

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ている。以前に、p53によってその転写が促進されアポトーシス※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、さらにNOXA転写制御にp53/p73が関与して、HDM2がこの

転写活性化を阻害する事を見出した（Shi Y他、E J Cancer, 2010）。現在、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、

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p53結合蛋白を同定している。 
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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。） 

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

いる。がん幹細胞を対象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。 

・神経芽腫は難治性であり、そのがん幹細胞の解析

は大変に重要な研究である 

・生物学的には重要な知見が得られている 

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い、「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

なるべく発展させる。 

 

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）。） 

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。前述の国立がん研

究センターがん研究開発費などの援助によって幹細胞特異的療法の開発、

新規分子標的療法の開発を推進したい。 

 

・がん幹細胞の排除法の開発を通じた治療法の開発

は社会的にも重要である 

・創薬につながる可能性が大きく波及効果は大きい
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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。） 

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。 

 

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 

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

法にて同定した。現在臨床的意義を解析中である。 

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新規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,

等の幹細胞マーカー、幹細胞性制御因子ががん幹細胞の分化を抑制し

ていることを見出した。これを基に分化誘導療法の開発を目指す 

 

・標的としている分子の機能解析が詳細に行われて

いるが、がん幹細胞としての機能解析が弱い 

・いくつかの重要な分子についてがん幹細胞におけ

る機能を明らかにした。他のグループとも密接に

関係しており重要な研究だ 

・研究成果を臨床応用するには時間がかかる 

・がん幹細胞については競合も激しいのでもっと

独創性を出す必要があるのではないか 

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

大腸がんのがん幹細胞の同定など千葉県がんセンターの臨床各科から

多大なご協力をいただき、貴重な研究材料を得ている。 

2009年度部全体の研究資金として千葉県研究費（100万）、文科省科

研費（390万）、厚生労働省科研費（650万）、受託研究費（300万）（詳

細は別紙集計、計1440万円）の資金を元に研究を行った（別添3）。 

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）４名、実験助手１名で行った。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。 

・妥当である  

２
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機器施設等で利用している外部資源：放射線医学研究所における細

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。 

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。 

・現在のステージでは、未だ治療法への展開が弱い

・創薬につながる研究を展開しており、今後の発展

に期待する 

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  

 

・BMI1 と CD133 ががん幹細胞の抗がん剤耐性と関

係があるかどうか 

 

 

総合評価   

・がん幹細胞で機能すると考えられる数種の標的

分子の機能に関して興味深い結果が得られてい

る 

・順調に進んでおり、今後の更なる発展が期待され

る 

・非常にアクティブであるが、研究テーマに優先

順位をつけて取り組んでいただきたい 

 

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。 

※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一種 

※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    

２
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難治性腫瘍である 

※アポトーシス：生物固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のよって起ころ細胞死 

※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 

※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２２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） 

野田 哲生・中地 敬 

宮園 浩平・金子 安比古 部会構成員氏名 

・ 

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４月１日～平成２

４年３月３１日 

研究の概要 

抗癌剤を用いた化学療法は、外科的な切除、放射線治療および免疫療法とともにがん治療の重要な柱の一つである。中でも、DNA損傷性の抗癌剤は、

がん細胞のゲノム DNA に重篤な損傷を与えることによって細胞死を誘導し、そのがん細胞を生体から排除する。しかしながら、抗癌剤に暴露された

がん細胞の中には、やがてその抗癌剤に対する耐性を獲得する（抗癌剤耐性獲得）がん細胞が出現し、抗癌剤によるがん治療効果の著しい低下をも

たらす。さらに、最近になって注目されているがん幹細胞の性質の一つとして、この抗癌剤耐性が掲げられていることからも、がんの撲滅のために

は抗癌剤耐性を克服する手法の研究、開発が強く求められている。抗癌剤耐性獲得という現象は、抗癌剤感受性のシステムのどこかに破綻が生じた

結果、顕在化する現象であると考えられる。そこで、我々は抗癌剤感受性を決定する役割を担うがん抑制蛋白質である p53 ファミリーに着目し、そ

の DNA 損傷に応答した活性化機構の解析を介して、抗癌剤耐性獲得という現象の原因を探索するとともに、その克服を可能にする手法の開発研究を

推進したい。加えて、がん幹細胞のマーカー分子の一つとして考えられている Cdx 蛋白質の発現制御機構の解析を通して、がん幹細胞における Cdx

蛋白質の発現を抑制する手法の開発に取り組みたいと考えている。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

   

抗癌剤に応答して発現が変化する遺伝子群の中から、p53※ファミリーのがん細胞死誘導活性を制御する蛋白質をコードする遺伝子を同定

し、p53 ファミリー依存性の細胞死の仕組みを明らかにする。さらに、変異型 p53 のコンフォメーションの変化を誘導する蛋白質を同定し、

その再活性化を可能にする手法の開発研究を行なう予定である。 

 

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。） 

がん治療における抗癌剤治療の重要性は極めて大きく、抗癌剤感受性の

さらなる向上に向けての研究は、がん撲滅を願う県民および関係産業界の

ニーズに合致するものである。 

・抗がん剤抵抗性はがん治療における大きな問題で

あり、その分子機構の解明は重要である 

・目的は明確であり必要性も高い 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

２
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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。） 

県民の健康の増進を計る県の主要な政策課題の中で、死因のトップを占

めるがんの診断、および治療法の向上は極めて重要であり、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。この研究活動の中から見出された研究成果は、

最終的には臨床の現場に還元されなければならない。 

 

 

 

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。 

・治療への応用は遠く、波及効果は見られない 

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。） 

本研究から得られる研究成果の受益者は県民であり、また国民である。

研究活動は研究体制の整備された施設でしか実施出来ないものであり、得

られた研究成果は無条件で受益者に還元されなければならない。本研究課

題に関連した研究は全国的に展開されているが、がんの撲滅を目標とする

本研究には全国的な英知の結集が必要である。 

 

 

2. 研究計画の妥当

性及び達成の可

能性 

  5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

３
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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） 胃癌のがん抑制蛋白質であるRUNX3が、DNA損傷に応答したp53

の活性化におけるコアクチベーター※として機能することを明

らかにした（Yamada et al., J. Biol. Chem., 2010）。本研究は、

がん先進治療開発研究室（中川原センター長）との共同研究であ

る。 

２） 飢餓ストレスに応答した p53 遺伝子の転写誘導を制御する転写

因子としてCREBを同定した（Okoshi et al., Genes Cells, 2009）。 

３） E2F1の持つdualな機能は、その発現量に依存することを明らか

にした（Ozaki et al., BBRC, 2009）。 

４） Cdx遺伝子に対する転写因子としてGATA6を同定した（未発表）。

本研究は、発癌制御研究部（上條部長）との共同研究である。 

今後は、他のRUNX ファミリー蛋白質のp53 に与える影響を調べると

ともに、p53遺伝子の転写制御領域に対応したdecoyによる変異型p53

の発現抑制の可能性の有無を検討する。さらに、CdxおよびGATA6の

ノックダウンによる抗癌剤感受性の変化を調べる。 

 

・創薬への道も遠く、発がんの基礎研究としても

さほど大きなインパクトは見られない 

・耐性克服への道筋が具体性をもっていない 

・RUNX3などｐ５３に関して、ＪＢＣなど質の高い

数多くの論文を発表した点は評価できる 

 

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。） 

研究費および研究に携わる人数については添付資料を参照のこと。また、

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 

研究に関わる人員  県職員  2名 

          研修生  4名（大学院生1名） 

 

・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。 

抗癌剤によるがん治療効果の向上を計るためには、抗癌剤の作用メカニ

ズムの詳細な解明とともに、抗癌剤耐性獲得の仕組みの解明に向けた研究

が不可欠である。その意味では、両者は車の両輪であるといえる。本研究

から得られた研究成果は、がんの生物学の理解に貢献するだけではなく、

抗癌剤の開発にしのぎを削る企業の開発研究にも刺激を与え、将来的な共

同研究への発展の可能性を内包している。 

・個別化医療や創薬への道筋が明らかでない 

・治療への応用という点では先が長いが、着実に

成果を上げている 

・研究全体としては高く評価できるが、今後の課題

として臨床応用を念頭に置いた研究戦略も考え

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  

 

  

 

３
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総合評価  

 

 

・研究成果もあげており、これからの発展が期待で

きる。上條研究室との連携をさらに進め、多角的

なアプローチをしてほしい 

 

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。 

 

※p53：重要ながん抑制遺伝子 

※コアクチベーター：蛋白質の活性を制御する共役因子 

３
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平成２２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） 

野田 哲生・中地 敬 

宮園 浩平・金子 安比古 部会構成員氏名 

・ 

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※解析法等によるがんのゲノム異常及び遺伝子発現の網羅的な解析により、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。また、 

同定※されたがん関連遺伝子群から新規治療法開発につながるものを絞り込むため、詳細な解析を行う。 

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、これまでに開発した遺伝子発現に基づく予後予測ミニチップシステムの改良、検証

のため、新規100症例について解析を加え、臨床経過との関連を検討した。また、ゲノム異常パターンを用いたリスク分類システムに関して

は、計 343 症例の検証から高い再現性が確認された。進行神経芽腫で増幅や変異が見いだされたチロシンキナーゼ遺伝子 ALK※については、

ALK阻害剤による臨床試験が米国で2009年より開始されており、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、同じ343症例につ

いてALK遺伝子のゲノム異常の有無を調べ、予後との関連付けを行うとともに、上述のゲノムパターンによるリスク分類システムにおけるALK

遺伝子異常の意義を検討した。今後は遺伝子発現ミニチップシステムにおけるALK遺伝子異常の意義を明らかにするため、神経芽腫のALK遺

伝子異常の有無と非コードRNAを含む遺伝子発現パターンの関連性を解析する予定である。 

 その他の神経芽腫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。

特に癌遺伝子LMO3やその関連遺伝子の発生初期の神経組織における遺伝子発現の追跡と機能の解析を目的に、遺伝子導入マウスの作製と解析

を進めた。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深める。これらの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。） 

日本人の死因の第１位であるがんの予防と克服のために、がんの発

症・悪性化機構の解析や、精度の高い早期診断法の開発が一層求めら

れている。がんのゲノム異常や遺伝子発現のパターンは、直接がんの

性質を反映するため、それを網羅的に解析することにより、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。 

・神経芽腫の予後予測、新規分子標的とともに大変

に重要な研究である 

・国際的にも重要な研究であり、時間がかかるだろ

うが、継続して研究を進め、成果を期待したい 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

３
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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。） 

年々加速度を増す少子高齢化社会の進展により、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、県民のニーズや医療施策上今後ますます重要な課題になると考

えられる。本研究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、上記ニーズや課題の対応策となると期待されるほか、千

葉県のバイオ産業振興にも活用できる可能性がある。 

・世界における神経芽腫の診断をリードしており、

千葉としての個別化も推進すべきである 

 

 

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）。） 

本課題の成果をがんの新しい悪性度予測・リスク分類システムの開

発に応用することにより、迅速かつ効果の高い治療戦略の構築が可能

となり、県民により質の高い医療を提供することができると期待され

る。地域医療連携拠点病院である当センターがそれを開発することに

より、効率よく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。これらの成果は千葉県の医療経済の効率化にも効果をもたら

すと期待される。 

・特に神経芽腫の個別化診断法の確率は世界の患者

に大きな利益をもたらす 

 

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は全国規模であり、

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。特に小児がんについては、国内最大規模の研究基盤を備え

ており、他県および他施設では本課題のような大局的な解析は困難で

ある。 

・千葉県発の世界レベルでの医学研究の推進は県

としても重要だろう 

・千葉県がんセンターのもつ研究資源を充分に生か

した研究であり、特に小児がんについては世界を

リードする研究が期待できる 

 

2. 研究計画の妥当

性及び達成の可

能性 

  5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

6 
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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。） 

 

 

 

以下の研究基盤を活用し効率よく研究を進めることが可能である。 

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ている。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

く重要遺伝子の同定が可能である。 

研究手法について： 

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。 

 

 

・極めて妥当であり、期待通りの達成度である 

・ＡＬＫの異常は症例の頻度は少ないが、興味深い

ので発展を期待する 

・ＡＬＫ変異、増殖腫瘍の阻害剤に対する効果を

課題に入れてほしい 

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、厚労省ならびに文科省科研費の補助を受けて研究を

行っている。  ※添付資料・・・・・獲得研究費等 

県費   1,000千円 

外部資金 13,180千円 

 

研究者構成： 

県職員２名、研修生等２名で進めている。 

小児がん研究は研究局内複数の関連グループとの共同で進めている。

共同研究施設： 

国内の複数の大学の研究グループおよび企業と共同研究を行ってい

る。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

ー医療局および神経芽腫スタディグループと連携を行っている。 

 

・妥当である  
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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、がんの発症や悪性

化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。 

がんの遺伝子発現パターンによる悪性度予測の研究分野では、技術

的な障壁のため本課題で進めている小児がん、乳がん、白血病など一

部のがん以外では一旦下火になるかと思われたが、近年の高速ゲノム

シークエンス技術の急速な進展により、ゲノム異常パターンががんの

個性を決める重要な因子であることが再認識され、今後さらに新しい

関連遺伝子群の発見や治療感受性遺伝子群の同定が進むと予想され

る。本課題で進めてきた遺伝子発現とゲノム異常パターンを組み合わ

せた診断システムの構築がモデルケースとなって、今後様々ながんに

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。 

・ミニチップによる個別化診断は他のがんに先駆け

た優れた成果である 

・臨床研究の層別化に利用し、治療成績の改善に

役立ててほしい 

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   

・大変に重要な研究であり、期待に応える成果が

得られている。個別化診断からさらに、難治性

グループに対する新規治療法の開発につなげて

ほしい 

・独創性・実績・臨床応用のどれについても優れて

おり、更なる発展が期待できる 

 

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。 
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※ DNAチップ：小さな基盤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事ができる 

※ 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
７



 

平成２２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） 

野田 哲生・中地 敬 

宮園 浩平・金子 安比古 

部会構成員氏名 

・ 

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 平成１８年度～平成２２年度 

研究の概要 当研究局独自の DNA 解析により、神経芽腫※予後良好群において高い発現を示す遺伝子群の存在が既に明らかとなっている。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後、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。神経芽腫のモデル動物としては、MYCN トランスジェニックマウス※を交配維持しており、遺伝子改変マウスとの交配や移

植実験等により、創薬、治療のための研究支援も共同研究として行っている。 

さらに、前臨床試験としての動物実験の支援を動物実験施設として行っており、現在稼働中のnudeマウス、NOD/SCIDマウスの飼育のみならず、無

菌環境等の受け入れ状況も整備され、今後は NOG マウス等のより免疫不全状態の高い動物の飼育を行い、共同実験者の研究における移植実験を支援

していく予定である。 

 また、室独自の研究としては、これらの候補遺伝子群の神経疾患との関わりを明らかにしていきたいと考えている。これらの遺伝子は、癌におい

ては細胞の死を導き、生体にとって有用な働きを持つ可能性がある。逆に正常では脳や脊髄での発現が高いために、遺伝子改変マウスでは、それら

がないことで神経の細胞の死が抑制されることが予想される。従って、神経変性疾患の病態を修飾しうることが予想される。遺伝子改変マウスの解

析を通し、がんのみならず神経変性疾患における治療につながる病態解析へと発展しうると考えられる。 

 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

（原口前室長進捗状況） 

Unc5Dノックアウト(KO)マウス※： 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。 生後約1年を経てもがんの自然発

生は認められなかった。また、現在調べた限りにおいては末梢神経系において、表現型が見出されていない。その後、神経芽腫の病態モデル動物で

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たが、Unc5Dの

発現の有無により、神経芽腫の発症が早くなったり、症候が悪くなるなどといった、明確な違いは現在のところ認められなかった。これに先立ち、

MYCNトランスジェニックマウスの簡便なPCR遺伝子型判別法を開発、そしてTH-MycN遺伝子挿入部位、及び挿入コピー数を明らかにした。（Haraguchi 

S,PlosOne,2009)また、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うも、現在のところ表現型は明らかになっていない。 

種々の遺伝子改変マウスを作成し、研究局内の共同研究者により解析されている。 

 （藤谷現室長進捗状況） 

しかし、2010 年 4 月より千葉県がんセンターに赴任後、中枢神経系での表現型が明らかとなった。また、それらは、Unc5D の発現様式と密接な関
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係があることが分かった。 

Bmcc1※ノックアウトマウス：がん先進治療開発研究室、理化学研究所古関研究室との共同研究により巽研究員によりBmcc1のノックアウトマウス

が作成された。現在戻し交配中で、早期に解析が開始できると期待される。 

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トランスジェニックマウスを作出し機能解析を行った。NEDL1

トランスジェニックマウスは全身で 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染色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)。 

 

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。また、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、すなわちがん等の病態時の生物

学特性を理解するということにつながり、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。動物個体を用いた研究を通じ、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。 

・ヒト神経芽細胞腫の個別化診断及び新規分子標的治

療の基盤を成す重要な研究である 

・研究所全体にとって必要な施設である 

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。） 

平成 20 年 3 月に策定された「千葉県がん対策推進計画」に基づき、が

んの本態解明、予防、診断および治療等の開発および、その支援を行って

いくことが、この研究の目標の一つである。また、がんにおける細胞死に

関連する分子の多くが、神経系における病態時に関わっていることから、

脳の発生との関連の解明は、小児の発達障害や自閉症等の脳発達の異常と

の関連がある疾病対策に有用で、さらに、成人の難治性の神経変性疾患と

の関わりを解明することにも貢献しうる。このように、動物個体を用いた

研究は、がん対策のみならず、難病対策にも貢献しうると考えられる。 

・個別化診断法や分子標的というレベルでの特許取得

には、大きなサポーティブエビデンスを提供し、県

の施策に貢献すると思われる 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 
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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）。） 

がん研究から始まり、難治性のALSに解明の糸口をつかんだことから、

県内の難治がん、再発がんに苦しむがん患者の方のみならず、神経筋難病

で苦しんでおられる患者の方にまで、将来的には研究成果が還元されるこ

とが期待される。また、 研究局内での共同研究の成果を通じて、作製さ

れた遺伝子改変マウスや研究支援を行うNOG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、研究成果が県民のみなら

ず世界へ発信できるものであると考えられる。 

 

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。） 

 先述の通り、共同研究における前臨床試験を通じてもたらされる創薬の

インパクトは、千葉県の特許となるのみならず、新たな県医療産業の育成

や創出にも繋がる可能性が高い。また、直接ではないが、種々の病態の解

明は、将来的には、上記の県益につながる可能性がある。 

 

 

 

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。） 

 

 

 

Unc5D KOマウスの作製は予定どおりに完了し、各種遺伝子改変マウスにつ

いても、受け入れ体制や研究支援体制が十分に整った。現在 

①がん進展への影響②正常脳におけるUnc5Dの機能解析の二つの側面から

研究を計画している。個体レベルでの発がん研究への展開を考えるため

に、まず、この分子の正常と病態時における機能を明確にし、神経芽腫発

症、及び自然退縮機構との関連性を検討していく予定である。 

 

・本研究を単体として捉えるべきではなく、ヒト神

経芽細胞腫の新規診断、治療法の開発の基盤として

重要である 

・Unc5Dのノックアウトマウスの研究は順調に進行

し、成果をあげた 

・成果が出るまでに時間がかかる 

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。 

県費   1,000千円 

外部資金 3,900千円 

 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トランスジェニックマウスの行

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。また、NOG

マウスの供与は実中研より行われる。 

県職員 ２名 

研修生  1 名（大学院生 ０名） 

 

・妥当である 

・人的及び資金面での資源に対して大きな成果が出て

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。 

本研究は、遺伝子改変マウスを用いて、 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、進展および、神経細胞、神経幹

細胞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

芽腫やマウス脳の発生過程の解明に貢献し、更には多種の神経難病の病因

解明といった複数の医療分野への応用が期待される。 

・千葉発の新規診断、治療法を開発にとって必要なも

のであり、波及効果は大きい 

・Unc5Dノックアウトマウスの結果は今後がん以外の

疾患モデルとして発展する可能性があり、大いに期

待される 

・研究所全体にとって重要なプロジェクトであり、今

後も継続して進める必要がある 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

4.その他  

 

  

 

総合評価  ・センター全体の研究基盤としての重要性も高く、

強力に推進すべきである 

・研究責任者が交代したばかりであり、今後の進展

をしばらく見守りたい 

 

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。 

４
１



※ 同定：検索し見つけること 

※ 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 

※ in vivo：「生体内において」という意味 

※ 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 

※ Unc5D：DNAチップ解析により、神経芽腫予後良好郡で発現が高く、予後不良郡では発現が抑えられて利己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 

※ 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こていしたもの。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 

※ 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てマウス 

※ コンパウンドマウス：2種類以上の遺伝子改変を交配させ、それら全ての表現型を獲得した遺伝子改変マウス 

※ Bmcc1：千葉県がんセンターで発見し、命名した新規遺伝子 

※ NEDL1：千葉県がんセンターで発見し、命名した新規遺伝子 

※ in vitro：「試験管内において」という意味 

４
２
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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２２年８月２３日（月）１３：００～１８：００ 
 
２ 場 所  千葉県がんセンター 
 
３ 出席者 

（専門部会） 
  野田部会長、中地、宮園、部会構成員 

（千葉県） 
 山口経営企画戦略室長 ほか 

 （がんセンター研究局）   
中川原センター長、上條部長 ほか 

                  
４ 内容 
（１）がんセンターン概要説明 
（２）各研究課題の説明、質疑、討議  
（３）全体討議 
 
 
 


