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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、研究局は開設当初からがんセンターに設

置されており、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。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９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。 

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に資す

るとともに、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、中間評価９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及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９課題については、部分的に検討が必要なものもあるが、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、国内外からの研究生などのマ

ンパワーの積極的な受け入れ、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 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 

中間 

評価 

特定の遺伝子異常に注目した治療戦

略の構築、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破壊、

さらには抗腫瘍免疫応答を利用して遠

隔転移巣も標的とする複合的な治療法

の開発を目指した研究を行っている。 

継続した方がよい。 

【所見】 

・研究成果はでている。 

 

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 

中間 

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、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、これによって

がんの難治化・再発に関与するがん幹

細胞に対する新たな治療法の開発等を

行っている。 

継続した方がよい。 

【所見】 

・研究課題も明確であり、研究成果も出

ている． 
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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 

中間 

評価 

精度の高いがん統計の公表を通じ

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、

受療の道標を示す。 

継続した方がよい。 

【所見】 

・他都道府県がんセンターのモデルにな

り得る疫学研究で重要性は高い． 

【指摘事項】 

・成果の公表をより積極的に進めていた

だきたい 

 

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 

中間 

評価 

がんは、増幅・欠失などのゲノム異

常と DNA メチル化などのエピゲノム異

常の両者が蓄積して発症・進展する。

そこで、ゲノム・エピゲノム異常を指

標として診断や薬剤感受性予測を行い

ベッドサイドの患者さんに還元し、さ

らに、より有用な診断や治療のための

新規の分子マーカーの探索を進めてい

る。 

継続した方がよい。 

【所見】 

・遺伝子診断のほとんどは臨床検査部で

実施してよい内容である。 

・健常人の資料蓄積は極めて重要なテー

マで積極的に推進していただきたい。 

【指摘事項】 

・分子疫学コホート研究の達成目標や成

果を出してほしい。 
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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 

中間 

評価 

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こと

から、仮説に基づいた神経芽腫の発が

ん研究から標的となるドライバー遺伝

子を同定し、計画的に独自の創薬戦略

を立ててきた。 

継続した方がよい。 

【所見】 

・全体として独創性の高い研究を実施し

ており、成果も着実にあげている。 

・他に追随を見ない世界をリードする研

究であり、関連産業との連携が不可欠で

あり、積極的な推進が期待できる。 

 

研究課題名 創薬研究基盤形成とゲノム化学を利用した遺伝子制御システム

の開発 

区分 研究の概要 総合評価 

中間 

評価 

ゲノムＤＮＡを認識する化合物を自

動的に合成するシステムを開発し、県

がんセンター研究局に整備している。

化合物の合成機を設置し、遺伝子解析

の研究成果に基づいて‘くすり’の候

補を次々に自動合成し、がん治療薬の

開発を試みている。 

継続した方がよい。 

【所見】 

・研究は順調に進んでいる． 

・がん治療薬開発、iPS 細胞作成に繋がり

その成果の影響は各分野に多大であり、

今後も順調に推進していただきたい。 

 

  



5 
 

 

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 

中間 

評価 

変異型 p53 の再活性化および変異型

p53 の転写レベルでの発現抑制という

切り口から、悪性腫瘍の抗癌剤感受性

の向上を目的とした研究を実施してい

る。 

継続した方がよい。 

【所見】 

・RUNX1, RUNX3 と P53 の関係に対する機

能解析は重要である。 

・積極的な競争的研究資金獲得のため、

論文作成を積極的に行う必要があると思

います。 

【指摘事項】 

・制癌剤耐性克服への研究の前進が待た

れる。 

 

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 

中間 

評価 

DNA チップ解析や次世代シーケンサ

ー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

を行っている。 

継続した方がよい。 

【所見】 

・ゲノム・遺伝子発現異常の臨床応用研

究は、実際に臨床応用されて初めて意味

をもつ。附随研究が開始されたことは、

前進である。 

・順調に進捗しており、積極的に推進し

てほしい。 
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研究課題名 発がん機構の解明、がん治療へ向けたマウスモデルを用いた基

盤研究 

区分 研究の概要 総合評価 

中間 

評価 

遺伝子改変マウス、野生マウス等の

ヒトがんマウスモデルを用いて、がん

の発生、進展に関わる遺伝子群の同定

を目指している。 

継続した方がよい。 

【所見】 

・皮膚発癌実験、千葉がんセンターで解

明した、神経芽腫関連遺伝子ノックアウ

トマウス作成研究から重要な知験が得ら

れている。 

・労力を要する研究であるが、重要な課

題であり積極的に推進してほしい。 

【指摘事項】 

・本日は、様ざまなポイントについて研

究成果を発表して頂いたが、特に強化す

べき点や強調したいポイントを明確にす

べき。現時点では総花的な印象を受ける。

 

 



様式 ２ 

平成２４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 

中釜 斉・金子 安比古 

松原 久裕・浜島 信之 

・ 

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 

 難治性腫瘍に対して新しい治療法の開発に繋がる基盤研究を行っている。そのため、特定の遺伝子異常に注目した治療戦略の構築、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破壊、さらには抗腫瘍免疫応答を利用して遠隔転移巣も標的とする複合的な治療法の開発

を指向した研究を目指している。対象としているのは悪性中皮腫*、膵がん、食道がんであり、悪性中皮腫はINK4A/ARF 領域*の欠損が臨床症

例の70-80％を占める特徴を有しているために、p53経路*の再活性化を中心として抗腫瘍効果を検討している。また本研究の成果に基づきビ

スフォスフォネート製剤*については、悪性中皮腫を対象とした第一相臨床試験*の実施に移行している。また、食道がん、膵がんについては

細胞傷害性アデノウイルス等を用いてその抗腫瘍効果の解析し、抗がん剤等との併用効果、p53経路活性化の有用性についても検討している。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

 悪性中皮腫あるいは進行した消化器固形腫瘍などは有用な治療法に乏しく、このため従来の枠組みに捉われることなく革新的な治療法の開

発も考慮されるべきである。本研究の最終的な目標は、腫瘍局所における直接的な破壊に引き続いて抗腫瘍免疫応答を誘導し、持続的な免疫

記憶*の成立を目指すことである。そのために、まず腫瘍特異的に細胞融解を引き起こす遺伝子組換え型アデノウイルスを作製し、その細胞傷

害活性を検討してきている。アデノウイルスは風邪ウイルスの一種で発がん性を示さないが、強い細胞傷害活性を有している。そこでこのウ

イルスの増殖に必須の初期応答遺伝子*の転写を、ヒトの腫瘍において高発現する遺伝子の転写調節領域*を用いて制御し、腫瘍に特異性を有

して細胞死を誘導するが正常細胞には障害を与えない当該ウイルスを作製した。さらに細胞受容体結合領域*の遺伝子を別の血清型*のアデノ

ウイルスのものと置換し、より効率的に腫瘍破壊を誘導するウイルスを作製した。このようなウイルスは、上記のヒトの腫瘍に対して従来型

のアデノウイルスよりも高い抗腫瘍効果を有している。 

大部分の悪性中皮腫ではINK4A/ARF領域の欠損によってp14およびp16遺伝子が喪失しており、その結果がん抑制遺伝子*であるp53および

pRbの機能が低下している。そこで、p53遺伝子を発現するアデノウイルス、E1B領域55kDa分子を欠くアデノウイルスを用いると、p53経路

が回復しpRbの脱リン酸化が惹起され、抗腫瘍効果が誘導された。また上記ウイルスと悪性中皮腫の第一選択薬*であるシスプラチンおよびペ

メトレキセドを併用すると、悪性中皮腫に対して相乗的な抗腫瘍効果が得られた。一方高カルシュウム血症の治療薬である第3世代のビスフ

ォスフォネートは、低分子G蛋白質*のファンネシル化*を阻害し、悪性中皮腫に殺細胞効果を示した。この時p53 蛋白質のリン酸化、p53 経

路の活性化も同時に観察され、同薬剤に上記抗がん剤の第一選択薬やp53経路の活性化を誘導するアデノウイルスを併用すると、抗腫瘍効果

が増強していた。さらに、動物実験でも胸腔内投与の安全性が確認できたことから、悪性中皮腫への応用を目的として、第3世代のゾレドロ

ネートの胸腔内投与に関する第一相臨床試験の実施に着手している。食道がん、膵がんに対しては、上記ウイルス製剤による非アポトーシス

経路*を介する細胞死の誘導、抗がん剤との併用効果を検証し、p53経路の活性化によってもウイルス製剤の抗腫瘍効果を増強することを確認

している。また、免疫応答に関して、インターフェロン・ラムダ*は、従来のタイプI型インターフェロンとはその受容体分布が異なること、
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また腫瘍細胞の細胞死を誘導し、従来の抗がん剤との併用でその抗腫瘍効果が増強することを明らかにしている。今後、当該ウイルスによる

細胞死に引続く抗原提示能*を、インターフェロン、Fasリガンド、CD40 リガンド*によって促進し、自然免疫*から獲得応答*への誘導につい

て検討したい。 

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 

   

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

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。） 

 有効な治療法に乏しい難治性の腫瘍や再発症例に対して、治癒を目

的とした治療方針を明確に示せないのが現状である。したがって、当

該疾患で新たな治療法が一つでも確立できれば、患者さんにとって治

療選択肢が広がり、大きな利点となる。本研究の対象の一つである遺

伝子医薬は、従来の治療法との併用も可能であり、たとえば抗がん剤

の用量を減少させ、その結果抗がん剤の副作用を回避するメリットな

どを有している。とりわけ、悪性中皮腫は患者総数が比較的少ないこ

ともあって、医薬品開発が遅れており、当該医薬は希少医薬として一

定の意義があると考えられる。しかし、千葉県においてもアスベスト

暴露の既往歴をもつ方は少なくなく、悪性中皮腫発症の予防法がない

ため、薬物治療法の開発は早期診断とならんで、重要な案件である。

しかも経済新興国におけるアスベストの使用は増加しており、今後と

も患者数の増加が見込まれている。 

【所見】 
・胸膜中皮腫等の難治がん・希少がんの治療開発に
精力的に取り組んでいる。 
・中皮腫などの難治性癌の研究は重要である。 
・悪性中皮腫という社会的に重要な疾患を対象とし
ている。 
・増加が予想される悪性中皮腫に対する新しい視点
での治療開発に寄与しうる。 

 

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、千葉県の重点的施

策・取組のなかの「医療・福祉・健康づくり」に関連する分野の一つ

であり、当該治療は比較的侵襲性が低いことから、高齢のがん患者の

増加に対応できる可能性を有している。また、千葉大学大学院等との

共同研究によって学際的連携を促進する効果がある。長期的には医療

周辺領域の産業の活性化・新産業創出に関連し、広い意味で千葉県経

済の腑活化や医療の国際化にも貢献しうると考えられる。 

【所見】 
・悪性中皮腫という社会的に重要な疾患を対象とし
ている。 
・本研究所の使命であるトランスレーショナルリサ
ーチに添う研究である。 
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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）。） 

 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

んどの部位に投与可能で、また特別な技術や装置を必要とせず、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

治療である。したがって、手術や抗がん剤治療に適さない高齢者もそ

の対象となり、ヒトに優しい治療技術という点で意義がある。高齢化

に伴うがんの治療には、免疫応答の低下を引き起こさず、むしろ促進

するこのような手法が、生活の質（クオリティオブライフ）の維持に

適している。したがって、がん治療の新たな一分野として、一定の学

問的意味のほか、医療面でのニーズへの対応という側面を有している。 

【所見】 
・今後、確実に増加している胸膜中皮腫に対する治
療開発に対して精力的に取り組んでおり、社会的貢
献は大きい。 
・ビフォスフォネートの研究は県民の、難治性癌を
治して欲しいという期待にそうものである。 
・現在、保険適応の薬剤使用を考えており、開発コ
スト軽減が可能になる。 
・直接治療に役立ちうる研究である。 

 

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。） 

 難治性でなくとも標準治療で治癒しない症例は、ベストサポーティ

ブケアー（緩和ケア―）以外の選択肢は難しい。抗がん剤や放射線治

療とは異なり、免疫応答を抑制せず、むしろこれを活性化し、有害事

象の少ない治療法は、長期にわたるがん治療の経過を考えれば有用性

がある。千葉県においても高齢化が進行していることから、上記特徴

を有する治療技術は望ましい。また、遺伝子医薬・細胞治療は、欧米・

中国において多くの試験研究が積み重ねられており、本邦においても

当該研究分野の基盤研究の進展が不可欠である。本研究チームはこれ

まで当該分野に関して一定の業績を積み重ね、当該学会における地位

も確立している。また千葉大学大学院とは研究面で、千葉県下の病院

とは悪性中皮腫に関して連携がとれている。 

【所見】 
・希少がん等に対する取り組みは、全国的な連携に
より推進する必要があり、県として取り組む必要性
はある。 
・悪性中皮腫という社会的に重要な疾患を対象とし
ている。 
・本評価項目はトランスレーショナルリサーチを評
価するにはなじまない。 

 

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：やや低い 

1：低い 

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。） 

 

 悪性中皮腫に対する治療では一つの方向性を示すことが可能と思わ

れる。同疾患に対して細胞融解型のアデノウイルスも有用であるが、

当面は p53 経路の活性化に関する研究を展開する予定である。とりわ

け、ビスフォスフォネート製剤については、胸腔内投与の安全性と臨

床効果が確認したのち、第一選択薬との併用効果について、さらに臨

床試験を推進する予定である。局所の腫瘍破壊は上記ウイルスによっ

て可能であるが、腫瘍抗原*に対する免疫応答の誘導に至る過程を踏ま

える必要があり、サイトカイン*による免疫応答の強化のみならず、腫

瘍を取り巻く複合的要因の存在、たとえば免疫寛容*や、細胞傷害性T

細胞*の腫瘍へのアクセスなど、も合わせて解決することが肝要であ

【所見】 
・ビフォスフォネート研究は達成可能性が高い．腫
瘍融解アデノウイルス、P53発現アデノウイルスの
研究も重要であるが、1研究室の力で、臨床応用に
もっていくことは困難である。 
・千葉大学との共同研究により推進可能 
・着実に成果を上げている。 
【指摘事項】 
・他研究所との連携が重要である。 
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る。したがって、個別化医療の方向で、proof of concept*を示すこと

も現実的なアプローチと考えられる。（平成 23-24 年度発表英文論文

数：14編、当該領域に関して成立した特許：2件）。 

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。） 

 基盤研究の範囲内での本研究は、比較的少人数で行うことも可能で

あり、処理する検体数など研究規模の大きさによって成否が依存する

他の研究分野とは異なる点がある。しかし、研究に直接携わる職員が

１名であることから、千葉大学大学院生とともに研究を遂行する。 

 研究費：文部科学省および厚生労働省科研費（平成24年度の直接経

費の合計金額：820万円） 

 研究に関わる人数：千葉県職員 1 名(田川)、千葉大学大学院生等 5

名（千葉大学薬学研究院：修士1名、博士1名、千葉大学医学研究院：

博士2名、東洋大学理工学部1名） 

【所見】 
・臨床研究を進めるには不足している 
・限られたスタッフで成果を上げている。また、研
究費も獲得している。研究費の使用は妥当である。
【指摘事項】 
・より一層の競争的資金獲得が求められる 

 

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、局所に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、再発部位・遠隔転移巣をも標的と

した腫瘍免疫応答の惹起である。しかし、当面は直接的な腫瘍増殖の

阻止がその中心課題となっている。当該領域は欧米、最近では中国の

進捗が著しいため、本研究チームでは疾患別に取り組むことに心がけ、

希少疾患である悪性中皮腫に研究の重点を移行している。同疾患の治

療では、従来タイプの抗がん剤開発が主流であるため、生物学的治療

法や新しい視点での薬効の検討は、学術的にも注目を集める可能性が

高い。 

【所見】 
・悪性中皮腫という社会的に重要な疾患を対象とし
ている。 
・悪性中皮腫の臨床試験第1相試験の開始の基礎を
構築したことは評価できる。 
【指摘事項】 
・現在、保険適応の薬剤使用をより一層推進する。

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  

 

【所見】 
・第一世代のビスフォスフォネートとは作用点の異
なる第三世代薬剤を用いた第一相の臨床試験を始
めたことは評価される。遺伝子治療についても、積
極的に推進することを検討して欲しい。 

 

 

総合評価  【所見】 
・研究成果はでている。 

 

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
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ある。 

アデノウイルス*：風邪のウイルスの一種で、安全性が高く人為的に遺伝子組換えが可能。生化学や遺伝子研究等で広く使用されている。 

悪性中皮腫*：アスベスト暴露によって胸膜等に発生する腫瘍。抗がん剤治療、放射線治療に殆んど効果がなく、外科的に切除が困難であることが多い。 

INK4A/ARF領域*：ヒトの遺伝子の一部で、この領域に細胞増殖の抑制に関わる遺伝子が存在している。したがって、この領域の欠損によって細胞増殖が持続的におこる。 

p53経路*：細胞に対する傷害が生じた時に、細胞死の誘導あるいは細胞増殖の停止を誘導し、がん化を防止する経路で、p53蛋白質がその中心的役割を果たす。 

ビスフォスフォネート製剤*：骨へのカルシュウム沈着を促進する薬剤で、高カルシュウム血症や骨粗鬆症（米国）などの治療に使用されている。 

臨床試験*：薬剤や医療機器の有用性の有無を検証する研究で、患者さんあるいは健康人を対象に安全性、有効性等を検討する試験。第一相試験では安全性を中心とし

 て検討される。 

免疫記憶*：病原体等に対して長期にわたって免疫力が維持される状態。 

初期応答遺伝子*：ウイルス感染後短時間で発現する一連の遺伝子。ウイルスの増殖等に必須の遺伝子群。 

転写調節領域*：遺伝子の発現を左右する蛋白質が結合する特定の遺伝子配列。 

細胞受容体結合領域*：ウイルス等が細胞に感染するときに結合する細胞側の分子。 

血清型*：同一ウイルスのなかで、さらに細かく分類するときに用いる分類法の一つ。 

がん抑制遺伝子*：がん化を抑制する遺伝子群の総称。当該遺伝子の機能消失が、がん化に結び付くさらなる遺伝子変異を誘導する。 

第一選択薬*：どの抗がん剤から使用を開始することが有用であるか、疾患別に明らかにされている。悪性中皮腫においてはシスプラチンとペメトレキセドの併用が最

 初に使用されるべき薬剤である。しかし、この薬物療法に対して無効となった症例について、効果が期待できる第二選択薬は現時点では知られておらず、悪性

 中皮腫以外の疾患等で効果があるとされる薬剤等を使用するか、あるいはその他に治療法を選択することになる。 

低分子G蛋白質*：細胞の増殖・運動・形態の変化などに関与し、細胞内の刺激伝達を行う一連の蛋白質群。 

ファンネシル化*：蛋白質が細胞膜に結合するときにおこる蛋白質の分子修飾の一種で、この修飾によって当該蛋白質の作用が発揮されることが多い。 

アポトーシス経路*：特定の原因によって細胞が死滅する時に、活性化される細胞内刺激伝達経路の一つ。 

インターフェロン*：ウイルス等の感染によって、細胞が産生する微量蛋白質の一種で、生体防衛・免疫応答に関与する。 

抗原提示能*：免疫応答が起こる初期相において、外部の抗原を免疫担当細胞に伝達する能力あるいはその過程。 

Fasリガンド、CD40リガンド*：抗原提示を行う免疫担当細胞の表面上に存在する分子（Fas, CD40分子）を刺激する蛋白質。免疫系細胞を活性化しうる。 

自然免疫*：病原体等に対して自然と備わっている生体防衛反応を示す。 

獲得応答*：特定の抗原（例えば、腫瘍抗原*）に対して生じる免疫応答の一種で、免疫記憶が成立する反応。 

腫瘍抗原*：免疫系が腫瘍を攻撃する際に目標とする分子の総称。 

サイトカイン*：インターフェロンと同様に、免疫系細胞が産生する微量蛋白質で、生体防衛・免疫応答に関与する分子の総称。 

免疫寛容*：免疫系の認識を逃れている状態。異物を非自己として認識できず、免疫系が発動しない状況。 

細胞傷害性T細胞*：異物を非自己のものと認識して、これを攻撃するリンパ球の一種で、腫瘍や移植片の拒絶等でその作用を発揮する。 

proof of concept*：考え方、概念が正しいと証明すること。この場合は、学問的な仮説が研究等によって正しいと実証され、臨床応用などに発展させる際に理論的根

 拠となること。 
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様式 ２ 

平成２４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 

中釜 斉・金子 安比古 

松原 久裕・浜島 信之 

・ 

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～H26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、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、これによってがんの難治化・再発に関与するがん幹細胞に対する新たな治療法の開発等を行い、

県民の健康増進に貢献すること、また難治性小児がんである神経芽腫の治療成績向上を目指している。 

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＊の重要性を神経芽腫で報告した（Ochiai H他 ONCOGENE, 2010）。今年度は呼吸器外科との共同研究によ

りBMI1は肺小細胞がんにおいても予後因子であり、がん抑制遺伝子WWOXを制御していることを明らかにした（Kimura他、Cancer Sci, 2011）。

この BMI1 が分子標的療法開発の対象になりうるかを検討したところ、BMI1 のノックダウンが神経芽腫及び小細胞肺がん細胞でアポトーシス

＊を誘導することを見出した。マウスモデルでの治療実験でも BMI1 ノックダウンは劇的な腫瘍抑制効果を示し、さらにこのアポトーシスは

p53 依存性及び非依存性であることから、難治性がんの治療開発に適していると思われた。また、個々のポリコーム分子の DNA 傷害における

新たな役割を見出していた（Kamijo T, 2012）。現在、理化学研究所との共同研究によってヌクレオソームH2AのUb化阻害剤探索系スクリー

ニングへと進展しており、これは蛍光タンパク質を用いた人工ヌクレオソーム＊のUb化反応系の確立と、人工ヌクレオソームのUb化反応に

よるFRET検出系の確立までに至っている。 

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AKT/PI3K経路お

よびp38MAPK経路に影響を及ぼして、神経芽腫及び大腸がんの分化を抑制していることを見出した（Takenobu H他 ONCOGENE,2011；Shimozato

他）。さらに、がん幹細胞と考えられているsphere形成でのCD133発現制御機構を検討し、プロモーターと必要な転写因子を明らかにした。

CD133の機能解析は世界に先駆けたものであり、そのオリジナリティは高く、がん幹細胞特異的療法開発が期待される。 

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。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

を中心に実施しており成果を挙げている。近年、神経芽腫における p53 の機能的不活化を報告しており（Kurata 他 Oncogene； Shi 他、E J 

Cancer）、さらにDMAP1という染色体部位１ｐに位置する新たながん抑制遺伝子がp53制御に重要であることも明らかにしつつある。 

加えて、新たな制御分子としてPICT1を見出した。染色体部位19q13に位置するPICT1が減少すると、Rpl11がPICT1からフリーとなり、

Rpl11を介してMDM2が抑制され、p53が蓄積、活性化されることを共同研究によって明らかにした（Sasaki他 Nature Medicine, 2011）。 
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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 

  5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

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。がん幹細胞および重要ながん抑制遺伝子 p53 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。さらに分子標的療法の開発によって、医薬品開発のシーズ提供

がこれらの研究から期待される。 

【所見】 
・神経芽腫等の小児難治がんに対して、がん幹細胞
の特性解明に基づいた新しい治療戦略を目指す重
要な研究である。 
・がん幹細胞の研究は難治性癌治療対策の基盤にな
るので重要である。 
・現在、癌研究のトピックスである癌幹細胞研究で
重要なテーマである。 

・がん幹細胞の研究は、がん発生共通の生物学的機

序を解明するために重要なテーマである。 

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。） 

健康ちば21 の中間評価において、がんにおける健康目標における

指標として“がん検診受診率の向上”があるが、受診率を100％にする

のは困難である。これはがんが進行してから発見される例が未だに相

当数見込まれることを意味する。進行がん･難治がんに対する新規治療

法開発が、県民の健康向上に重要であることを示唆しているものであ

り、本研究の重要性を裏付けるものである。 

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振興にとって、

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。 

今年度提案されたがん対策基本法案においても小児腫瘍が重点分野

の一つに取り上げられていることから、県内の小児悪性腫瘍患者への

貢献としても小児がんを重点として取り組むことは重要と考えられ

る。 

【所見】 
・国内外における当センターの強みである小児が
ん、中でも神経芽腫の治療では世界をリードしてお
り、県としての特徴がある。 
・世界をリードする神経芽腫の研究であり、重要。
県内他施設との共同研究の重要なシーズとなる。 
・本研究所の使命に添うがん研究である。 
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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。本研究室が委託されて行っている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。 

【所見】 
・県内他施設との共同研究の重要なシーズとなる。

 

 

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。） 

がん幹細胞特異的療法の開発によって、千葉県がんセンターのがん

患者さんに対するテーラーメイド治療＊が可能となる。当研究室では

臨床各科と共同でがん幹細胞関連の分野の業績を挙げており、今後も

千葉県のがん医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。これに必要な研究資源もバイオバンクとしてセンター内に蓄えら

れている。 

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、患者数増加などの効果が高いと思われる。 

【所見】 
・小児がんの全国における中心的役割を果たすセン
ターの一つとして、今後もリーダーシップを取って
欲しい。 
・創薬に向け重要。 
・本評価項目は基礎研究を評価するにはなじまな
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：やや低い 

1：低い 

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。） 

 

 

 

当研究室ではこれまでに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、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の2 つの柱を設定して、研究計画を

進行させ、平成23年度においても順調に業績を挙げている。さらに、

千葉県がんセンター医療局臨床各科との共同研究が順調に進行し、貢

献している。期間内の計画進行状況としては、想定された内容が達成

されていると考えられる。今後は、再発がん･難治がんのがん治療に貢

献するがん幹細胞特異的療法・分子標的療法の開発を目指すために、

現在の 2 本の柱を中心に基盤研究をさらに行い、他の研究機関、製薬

企業との共同研究を推進したい。 

研究成果に関わる論文としては、期間内に peer review 8 論文（IF 

7.17/１編、総計57.37）を報告している。この内corresponding は 4

論文である。 

【所見】 
・高いレベルの研究成果を継続的に出している。 
・様々な研究課題に取り組んでおり、成果もでてい
る。 
・癌幹細胞におけるBMI-1の重要性を解明し、癌治
療へも応用可能。計画は妥当で達成可能。 
【指摘事項】 

・やや臨床から距離がある基礎研究のように思われ

る。 

14 



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、消化器外科との共同研究による大腸がんでの

CD133 機能解析など千葉県がんセンターの臨床各科からの多大なご協

力によって構成されたバイオバンク＊、さらに小児がん検体バンク等

から貴重な研究材料を得ている。 

2011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（369万）、厚生労働省科研費（700万）、受託研究費（600万）（詳

細は別紙集計、計1769万円）を元に研究を行った。2012年度の資金と

して千葉県研究費（100 万）、文科省科研費（1195 万）、厚生労働省科

研費（614.1万）、（詳細は別紙集計、計1909万円）を取得している。 

本研究にかかわる研究者数は、部長1名、上席研究員1名、研究員1

名、研修生（大学院生ほか）６名、実験助手１名であり、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：理化学研究所古関明彦博士なら

びにかずさDNA研究所中山学博士、小原 収博士から、遺伝子改変動物

の作成・提供などの支援を得ている。 

【所見】 
・競争的研究資金の獲得も十分であり、適切に遂行
されている。 
・研究費の使用は妥当である。 

 

 

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。 

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。 

小児がん特に神経芽腫の基礎・臨床研究は日本国内ではトップの業績

を上げていると認識されている。これをさらに充実させ、千葉県がん

センターの知名度の向上に貢献したい。 

【所見】 
・癌幹細胞におけるBMI-1の重要性を解明し、癌治
療へも応用可能。 
・波及効果についてはまだ判断できない。 
【指摘事項】 
・臨床応用への道筋を示して欲しい。 

・競争の激しい領域のため、スピードが重要。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

4.その他  

 

  

 

総合評価  【所見】 

・研究課題も明確であり、研究成果も出ている． 
 

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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＊BMI１：がんで高発現する染色体に付着するタンパク質 

＊がん幹細胞：がんを作る能力が非常に強く、再発の原因と考えられるがん細胞 

＊CD１３３：がん幹細胞の表面に存在するタンパク質の一つ 

＊ヌクレオソーム: DNAと、2組4対のヒストンコアと呼ばれるタンパク質からなる染色体を形成する構造の基本単位 

＊アポトーシス：多細胞生物の体を構成する細胞の死に方の一種で、 個体をより良い状態に保つために積極的に引き起こされる、管理・調節された細胞の自殺すなわ

ちプログラムされた細胞死 

＊バイオクラスター：バイオテクノロジー関連の企業や機関などが集中している地域 

＊テーラーメイド治療：個別化治療（個々の患者さんの病態や病状によって最適化した治療法） 

＊バイオバンク：患者さんの血液などの試料を保存する冷凍庫に診療情報を蓄積するデータベースが附随した施設 
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様式 ２ 

平成24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 

中釜 斉・金子 安比古 

松原 久裕・浜島 信之 

・ 

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)センター協議会は、がん患者診療比率が 30％を超える全国 31 のがん診療の中核的施設が加盟する連絡協議会であり、加

盟施設を対象とした同課題名のがん研究開発費による研究班を主任研究者として統括する。本研究の意義は、精度の高いがん統計の公表を通

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、受療の道標を示すことに

ある。生存率の公表では1997年以降のがん症例で精度の高い予後調査が実施された20万症例をデータベース化した。インターネットを介して

ユーザが希望する診断名や臨床病期のカテゴリで生存率を集計する Web集計システム（KapWeb）の一般公開を 2012年内に開始する。今後同様の仕

組みで県内の拠点病院のデータをこれに追加し、自施設と全県・全がん協生存率の比較を可能とする。またがん診療の質を評価する Quality 

Indicator(QI)研究を進めており、診療データ(DPC データ)と院内がん登録資料から施設の QI 指標を抽出するソフトを開発配布する予定であ

る。こちらも全がん協加盟施設のみならず、県内のがん診療連携拠点病院に配布していく。 

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全県で発生するがん患者のおよそ 80％に相当する年間約 28,000 件の罹患症例を登録している。登

録精度はがん診療連携拠点病院の協力を得て格段に向上しており、県の策定したがん対策基本計画の数値目標をクリアした。今後は隣接県へ

の越境がん患者情報の把握が課題であり、東京都、神奈川県、埼玉県を含めた首都医療圏がん登録の協力体制を構築するため準備を進めてい

く。また県内のがん診療連携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の提供を継続していく。研究としては第三

次対がん祖父江班にがん罹患モニタリング集計のための罹患データを提出するほか、小児がん患者の成人後のがん罹患状況を長期フォローア

ップするがん臨床研究、がん登録を用いた文部科学省科学研究費による大規模疫学コーホート調査(J-MICC研究)の追跡調査、継続的に実施し

てきた地理情報を活用した疫学研究として送電線近傍のリンパ腫や清掃工場周辺のダイオキシン関連がんの罹患リスクの調査を進めている。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

当研究部では地域がん登録データを継承し、また拠点病院の院内がん登録と連携して、多様な形態で利用を進め、広く公開していくことに注力して

いる。2010年度よりがん研究開発費を受け、全国がん（成人病）センター協議会加盟31施設を対象としてがん治療成績を評価する研究を進めた。5年

生存率調査として 2004 年診断症例を、より長期の 10 年生存率集計として 1999 年診断症例の収集を行い、これまでに 20 万症例をデータベース化し

た。引き続き年間 4 万症例を追加していく。ネットを介してユーザが希望する診断名や病期のカテゴリで生存率を集計する Web 集計システム（KapWeb）

を開発してきたが、2012 年内の一般公開に向けて集計結果の保存キャッシュ機能などサーバ機能を強化した。今後治療成績の向上を予測する機能

やより長期の 10年生存率集計機能を追加していく。また全がん協施設向けに、組織型別や治療法別のより詳細な集計を行い、自施設と全がん協全体

を比較可能な施設向け集計機能を別途開発した。今後千葉県内の拠点病院のデータを追加し、自施設と全県、ないし全がん協施設全体のデータとの
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比較を可能にする予定である。千葉県がん登録ではがん診療連携拠点病院からの届け出増加があり、登録精度の指標として死亡時の情報のみの比

率DCO％（低いことが望ましい）は20％を下回ることが確実である。2011 年度も全国のがん罹患推計である全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ2007)

に採用された。がん診療連携拠点病院の治療成績集計を支援するため、拠点病院から届出を受けたデータについてがん登録上の予後情報還元を実

施した。2010 年度新たに開始されたがん臨床研究小児がん長期フォローアップ研究黒田班では、地域がん登録を用いた小児がん罹患者の成人後の

再発がん、二次がん、多重がん等の追跡を開始した。また文部科学省科研費による大規模疫学調査である日本多施設共同コーホート研究(J-MICC 研

究)千葉地区で累計 7,500 名超の調査協力者の募集を行った。地域がん登録によるがん罹患把握のための予後調査を実施している。なお 24 年度より

コーホート調査で収集した検体を用いた遺伝子解析を開始する予定で、遺伝子ゲノム解析により千葉県内のがん罹患の地理的集積について体質要

因と環境・生活習慣要因との関連を明らかにする。さらに継続的に実施してきた地理疫学を用いた環境発がんリスクの研究では県内の清掃工場周辺

におけるダイオキシン関連がんの罹患リスクについて検討し、肺がんと肝臓がんで有意のリスク集積を認めた。今後がんの部位を拡大して検討を続け

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 

  5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

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。） 

千葉県においては人口高齢化の結果がん患者数の増加が著しく、がん

対策推進のために、罹患の動向、受療の動向、治療の成績(生存統計)

やがん診療の質の把握等に関する基礎的統計の把握が必要不可欠であ

る。地域がん登録は罹患と受療の動向を把握し、また全がん協研究は

生存統計やがん診療の質の把握を行うものである。 

【所見】 
・がんの罹患率・生存率等について、地域の特有性
等の実態を把握することは、がんの原因解明の観点
からも極めて重要と考える。 
・がん対策には医療評価が重要であり、県民や行政
への情報提供の役割をもつ。 
・がん登録の課題であり、極めて重要 
・生存率の推定およびがん登録は先進国におけるが
ん対策に必須の研究事業で、この研究グループがわ
が国のこの部分を支えている。 

 

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た。2012

年度は基本計画の見直し年にあたり、計画策定に資する統計の提供と

がん診療の質的評価を行い精度を高めたがん統計を提供する。また県

境を越境するがん患者数は増加しており、首都圏の地域がん登録室と

連携して県医療圏整備に不可欠な広域医療圏におけるがん患者の動態

を明らかにし提供する。 

【所見】 
・がん登録の課題であり、極めて重要 
・本研究所の使命であるがん予防疫学研究の柱とな
る研究である。 
【指摘事項】 

・県のがん対策に活用していく、モデルを示して欲

しい。 
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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）。） 

がん患者増加のトレンドを明らかにし、医療経済の予測に資する。県

内がん患者の移動や県境を越境受診するがん患者の動態を明らかに

し、医療計画策定や受給バランスの推計に資する。がん情報を提供し

た医師会はじめ医療機関にその後の経過に関する予後情報を提供し、

がん診療の質の評価と向上に資する。県内のがん患者さんに治療経過

に関する統計を提供し、受療を支援する。 

【所見】 
・より効率的ながん対策により社会的な効果が生ま
れる 
・Web集計システムを用いた生存率の公開はインフ
ォームドコンセントの基礎資料として利用され、医
療提供者にも受療者にも必要な情報を提供してい
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。） 

がん医療が、がんの発見、診断、治療、そして治療後の経過観察や緩

和医療に至るまで、患者にとっては一連の治療が、複数の医療機関の

連携によって分割して実施され、個々の医療機関においては、がんの

全経過を通じた治療内容と治療成績の把握が困難な時代に入った。こ

れら一連のがん診療の経過を集約し、俯瞰することは、行政の元に行

われる地域がん登録の仕組み無くして困難である。また他県の医療機

関を受診するがん患者の医療情報を収集することもがん登録の仕組み

無くして不可能である。 

【所見】 
・地域におけるがん登録の課題であり、極めて重要
・千葉県民を対象とした研究であり、直接県民に役
立つ情報が得られる。 

 

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 

2：やや低い 

1：低い 

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。） 

 

全国のがん診療の基幹施設である全がん協のがん登録資料に基づく生

存率公表とがん診療の質研究は 2012 年度の公表に向けて進捗してい

る。この仕組みを千葉県のがん診療連携拠点病院に向けて展開するこ

とは院内がん登録の整備が進んだ現在、十分達成可能である。 

 

 

【所見】 
・疫学的研究と分子疫学的研究を実施しているが、
課題が多様で広すぎる問題に対処できるのか。 
・大規模なコーホルト研究のため実践に努力が必要
・継続して有益な情報を構築してきている。わが国
にとって必須の情報を収集、構築している。 
【指摘事項】 

・全ゲノムシークエンス法を用いた胃がんの SNPs

解析による易罹患性解析については、既に先行する

研究成果があるが、コストの面からも、果たして今

後続けるだけの意味があるか？ 
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② 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。） 

院内がん登録資料を活用した研究活動に向けては、国立がん研究セ

ンターのがん研究開発費研究班（主任研究者）より、また地域がん登

録資料を活用した研究活動に向けて第三次対がん研究班（分担研究者）

より、小児がん追跡研究にはがん臨床研究班(分担)より、さらに疫学

調査には文部科学省科研費 新学術領域支援班(分担)より公的研究費を

確保している。がん患者数の増加による地域がん登録事業の規模増大

に対して登録室の経費・人員は2000年以降変化が無く、業務量の増大

に見合った補充と予算の確保が望まれる。また2000年初頭に開発した

登録システムが登録内容の拡大と動作環境の陳旧化に伴い維持困難に

なっており、改修が必要である。 

（研究費 H23：2122万円 H24：2363万円） 

【所見】 
・大規模なコーホルト研究のため資金、人材は不足
・かなりの研究費を得ているが、同研究には必要な
額である。更に社会として財源を割り振り分けるべ
きである。 

 

 

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。 

がん患者の罹患と生存の動向は医療経済の基幹的統計である。近年が

ん治療の進歩でがん生存者が増加し、このような生存者の中から再発/

多重がん、またがん治療を原因とする二次がんが発生して新たながん

患者を産み出している。長期化するがんの経過をとらえるために情報

を集約するがん登録の仕組みは必須である。さらに福島第一原発事故

後千葉県を含む広域の汚染が発生したが、健康被害の長期追跡にもが

ん登録資料を用いた研究は欠かすことができない。 

【所見】 
・ピロリ菌に関する研究、アミノ酸に関する研究な
どその波及効果は大きい 
・コホート研究で得られた検体は、広く基礎研究や
臨床研究に活用でき、有用である。 

 

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  

 

【指摘事項】 

・研究成果（論文）に関しては、昨年度より成果が

あるが、共同研究のものが殆どであり、改善が必要

と考える。 

 

 

総合評価  【所見】 
・他都道府県がんセンターのモデルになり得る疫学
研究で重要性は高い． 
【指摘事項】 

・成果の公表をより積極的に進めていただきたい 

 

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。 
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【用語の解説】 

・がん登録：がん発生の実態を明らかにし有効な対策に結びつけるために 1920 年代から北欧や米国でがん患者の情報をデータベース化して活用する技術が実用化され

てきた。その後がんの発病に関する統計（罹患統計、りかんとうけい）のみならず、治療成績を集計し新しい治療法の効果を評価するための統計（生存統計、せいぞん

とうけい）が加わり、国民病ともいえるがん対策の評価に欠かせない基礎資料を提供する仕組みとして国のがん対策推進基本計画の柱の一つに位置づけられている。 

・Quality Indicator(QI)：きびしい医療コストの制約の中で診療のレベルが十分保たれているかを把握する目的で、診療内容の質を評価するための指標が開発されて

いる。従来から用いられてきた生存率などの治療成績の指標の他、専門医・専門看護師などスタッフの充足度、がんの専門学会が定める標準治療に沿った治療が行われ

ているかなど多様な指標が提案されている。 

・コーホート調査：多くの医学研究が病気を発病した患者集団を対象として調査するのに対し、発病前のさまざまな体質や生活習慣をもった集団（コーホート）を数十

年の長期間追跡し、集団の特徴や発病に至る経過を調べることによって病気の原因や発病につながる体質等を明らかにする息の長い調査のこと。コホート調査とも言う。

費用と時間がかかる反面、体質診断の技術を組み合わせることで、個人別の予防法や病気の予防につながる発病前診断などを発見できる利点がある。 
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様式 ２ 

平成２４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 

中釜 斉・金子 安比古 

松原 久裕・浜島 信之 

・ 

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21年度～平成25年度 

研究の概要 

がんは、増幅・欠失などのゲノム異常と DNA メチル化などのエピゲノム異常の両者が蓄積して発症・進展する。そこで、ゲノム・エピゲノム異常

を指標として診断や薬剤感受性予測を行いベッドサイドの患者さんに還元する研究を臨床各科と進めている。さらに、より有用な診断や治療のため

の新規の分子マーカーの探索を進めているほか、分子疫学コホートにより県民個々の体質に応じたがん予防法開発を行っている。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 
（１）がんのゲノム解析に基づく新規癌関連遺伝子の探索： 院内の患者検体の解析により、既知の遺伝子異常を把握し患者の診断・治療に還元すると同時

に、より有用な診断のマーカー分子や治療の標的分子となる新規癌関連遺伝子の探索を進めている（この過程で、当部は診療報酬としても年間約800 万円の

収益を上げている）。平成 2３年度は、がんの中でも進行が早く、予後不良な脳腫瘍、膵がん、肺小細胞がんに関して研究を進めた。脳腫瘍では、これまで院

内の脳腫瘍患者 160 症例に対して、脳神経外科と連携して研究として行ってきた、ＤＮＡ損傷修復ＭＧＭＴの発現制御領域のメチル化解析とそれに基づく抗

がん剤感受性判定による治療実績が評価され、高度先進医療として厚生労働省に認可された。また、膵癌に関しては、今までは切除される症例が少なく遺伝

子解析が困難であったが、消化器内科と連携することにより、内視鏡生検検体を用いたゲノムコピー数解析に成功し、60 症例の抗がん剤治療前検体のゲノム

コピー数解析を完了した。今後は、ゲノム異常と治療効果判定との関連解析を行い、抗がん剤感受性に関わるゲノム領域や標的遺伝子の同定と、それに基づ

く抗がん剤感受性予測方法の開発や、より高感度な診断法開発に取り組みたい。 

 

（２）県民のがん予防を目指したゲノム疫学研究： Ｈ22 年９月から千葉県市原市においてゲノムコホート研究を行っている。Ｈ23 年度は、市民が広くアクセ

スでき、研究協力の負担が少ないリクルート方法の構築を進めた。特定健診の集団会場をリクルート場所とすることにより、研究に参加する際の来場の負担、

採血・採尿の負担を軽減した。また、市原市の国保特定健診対象者 6 万人すべてに研究についての説明書を配布し、さらに健診参加者には我々が直接研究

について説明することにより、平均 82％という高い同意率で協力が得られ、比較的バイアスの少ないコホートが形成できている。また収集した資料・試料に基

づき個々の協力者の自宅の食事の栄養バランス解析およびヘリコバクター・ピロリ菌の感染判定を行い、健康増進のために個別に結果を返却している。さら

に、国立がん研究センターの JPHC-NEXT 研究と連携することにより、全国の多地点のコホート研究と互換性のあるデータ収集方式を採用している。この結

果、Ｈ23年度までの協力者は2339名に達した。市民からは「回数や対象を広げて欲しい」「予防法開発に力を入れて欲しい」といった声が寄せられており、研

究対象地域を拡大するほか、よりバイアスの少ないリクルート方法の開発および既存の健診データと多型マーカーの関連解析に取り組み、県民の予防医学

への期待に応えたい。 

 

（3）ゲノム研究の体制整備： 次世代シークエンス技術が進歩し、バイオバンク、疫学調査、抗がん剤感受性や家族性腫瘍の遺伝子診断、がんの分子生物

学的解析など、臨床検体を用いた大規模ゲノム研究が院内でも増加している。協力者に対しては充分な説明と同意が必要だが、同意取得のためのトレーニン

グを積んだ人材は不足している。この状況に対応するため、部長の横井が臨床遺伝専門医資格を取得（当院初）したほか、当院にいなかったゲノムメディカル

リサーチコーディネーターを新規に 4 名育成し、コホート研究など当院のゲノム研究が円滑に推進できるようソフト面からも支援した。今後は、全ゲノム解析時

代を見据え、院内の患者さんに対する個別の同意取得のシステム作り、見出される新たな家族性腫瘍の診断法開発を担う、遺伝外来の体制整備を行いたい。 

22 



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 

  5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

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。） 

千葉県では、全国2位の速さで高齢化が進み、がん患者が増加している。

がんはゲノムの病気であり、がんのゲノム解析は本態解明になると共に未

病社会を目指した予防法開発や、診断のマーカーや治療の標的分子の同定

につながる。がんに有効な検査薬・治療薬のシーズとなる分子の同定は、

県民のニーズであると共に産業界のニーズでもある。 

【所見】 
・既知の遺伝子異常を指標にした遺伝子診断が主で
あり、研究課題名と一致しない。分子疫学コホート
研究は重要であり、研究成果の発表が待たれる． 
・がんの創薬に極めて重要。関連産業との協力が不
可欠。 
・がん予防のための疫学研究はいくつかの地域で実
施する必要がある。 

 

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。） 

「千葉県がん対策推進計画」の基本方針に沿ってがんの予防から診断治

療効果予測までをカバーするゲノム研究を展開している。また、最新の研

究成果による知見を診療各科と連携して県内の患者さんの診断や抗がん

剤の選択に生かすことは、千葉県がんセンターの「がん診療連携拠点病院」

としての責務を果たすことに直結している。また、技術の進歩により広範

なゲノム情報を解析する研究が増加しているが、検体提供者に対する説明

と同意や、遺伝カウンセリングの機会を準備しておくことが、研究を円滑に推

進・発展させ、トランスレーショナル・リサ－チにつなげるためには重要

である。そこで、部長の横井が当院で初めて臨床遺伝専門医資格を取得した

ほか、ゲノム研究の説明と同意の専門資格であるゲノムメディカルリサーチコ

ーディネーターが当院にいなかったため新規に 4 名育成し、当院のゲノム研

究が円滑に推進できるようソフト面からも支援する体制整備に取りくんだ。 

【所見】 
・がんの創薬に極めて重要。県内関連産業との協力
が不可欠。 
・本研究所の使命であるがん予防疫学研究の柱とな
る研究である。 

 

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）。） 

膵癌、肺癌は、千葉県において毎年約 5000 人が罹患し、3600 人が亡くな

る、進行が早く予後不良ながんである。手術不能例が多いためこれまで遺伝

子解析が困難であったが、診療科との連携により内視鏡生検検体を用いたゲ

ノムコピー数解析に成功し、抗がん剤感受性予測に関わる遺伝子の探索を進

めており、治療方針決定のマーカーとなることが期待できる。また、脳神経外

科と連携して脳腫瘍患者 160 症例で研究を積み重ねてきた遺伝子診断法とそ

れに基づく抗がん剤感受性判定は、高度先進医療に認可されたため県民全

体に広く提供できるようになったほか、県にも診療報酬をもたらす。この過程で

既知の分子マーカーの遺伝子異常を把握しており、臨床科を通じて患者に還

元し（一部は診療報酬として年間約 800 万円の収益を上げている）、個別化医

療の実践につなげている。これによって無用な医療経済の損失を減らすこ

【所見】 
・新たながん治療開発による社会的貢献は大きい。
【指摘事項】 

・他施設が主導する健常者及び疾患コホートとの連

携は、次世代の医療実現のためには必須であり、今

後も継続して頂きたい。 
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とが可能となり、医療人・医療費等の資源の再配分を行うことができる。 

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。） 

癌に特化した医療機関という専門性を生かし、我々は院内の約8割の診

療科と連携をとっている。臨床検体を用いた我々の研究成果は、治療効果

や予後情報などのフィードバックを受けることで、有用性を検証すること

ができる。このように研究者と臨床医の密な連携は、保険診療にとらわれ

ない研究に基づく遺伝子診断の積み重ねの成果でもあり、千葉県のトラン

スレーショナル研究の基盤となる。また、がんを含む生活習慣病の発症に

は明らかに地域性があり、予防法確立には、居住地域の遺伝的特性をゲノ

ム疫学的手法により研究することが不可欠である。以上のように、来院す

る罹患者と疫学研究で接する非罹患者の双方に同一地域でアプローチす

ることができるのは当部の特色である。更に、地域に特異的な遺伝性疾患

を新たに見出せる可能性もあり、それに伴う遺伝カウンセリングの準備も

含め、県の研究機関である当部が担う課題と考える。 

【所見】 
・千葉県での検診と有機的に連携しており、重要で
ある。 
・千葉県民を対象とした研究であり、直接県民に役
立つ情報が得られる。 

 

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 

2：やや低い 

1：低い 

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。） 

平成24年度の計画は、23年度の成果を発展させ以下のように設定する。 

１．脳腫瘍、肺癌、膵癌等の患者検体を用いたゲノム解析を進め、治療

の標的となる新規分子や、マーカーとなるゲノム異常を同定する。臨床各

科と連携してがんの診断・抗がん剤感受性の指標としての有用性を評価

し、新たな遺伝子診断法の開発や高度先進医療の申請につなげる。 

２．市原市におけるゲノム疫学研究では、協力者の負担が少なく均質な

コホートを形成するためのリクルート方法を模索し、総計 3000 人以上の

協力者数を目指す。 

３．広範なゲノム解析により見出された変異／多型と遺伝性疾患／家族

【所見】 
・MGMT のプロジェクトはしっかりとしており、順
調に進んでいると評価できる。 
・分子疫学コホート研究の中期目標や達成目標が十
分示されていない。 
・非常に多くの労力を要するので人員の確保等必
要。 
【指摘事項】 

・一方で、体細胞変異の解析に関しては、幾つかの

プロジェクトが並行して進められているが、優先順

位をつける必要があるのではないか。 
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性腫瘍との関連を明らかにするための遺伝学的解析に必要な、遺伝カウン

セリングおよび遺伝外来の整備。 

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。） 

呼吸器科、脳外科、乳腺外科、消化器科、腫瘍血液内科、整形外科、臨床

病理、検査部との連携に基づき、当院患者から腫瘍組織検体およびそれに

付随する臨床経過等の情報を得ている。地域住民の検体は、千葉県・千葉

県医師会・市原市・市原市医師会との共同参画事業として、同意のもと健

診時に個別提供されている。 

研究費は、文部科学省科学研究費、がん研究開発費、民間助成金、千葉県

研究費を用いる。内訳は以下の通りである。 

千葉県研究費 1,000,000 円 

外部資金   12,800,000 円 

研究者構成は、県職員２名、パート技師1名、パート研究補助8名、研修

生1名、ゲノムメディカルリサーチコーディネーター4名、大学院生1名

で行っている。ゲノム疫学研究に関しては、当センターの横断的プロジェ

クトとして推進しており、研究局の部室をこえて 30 名の職員・学生の協

力を得ている。 

【所見】 
・より人材確保が望ましい。 
・コホート研究では人件費が多く必要となるので、
更に社会として財源を割り振り分ける必要がある。

 

 

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。 

がんは国民の2人に1人が罹患する疾患であるため、新たな癌関連遺伝

子の同定および遺伝子診断法が開発できれば、県民にとって精度の高いが

ん予防・診断・治療につながるのみならず、世界中のがん診療に貢献でき

る。ゲノム疫学研究は 30 年先を見据えた前向き調査であり、千葉県独自

の予防医学研究のための資産となるものである。今の我々が始めない限り

子どもや孫たち将来の世代に高いエビデンスに基づく予防法を残すこと

は難しい。しかし一度有効な疾病予防法が開発されれば、その波及効果は

診断・治療法よりはるかに高い。またゲノム疫学研究の過程においても、

全ゲノム解析技術や健診情報、がん登録情報を取り込むことで、随時県民

の健康増進や疾患予防の研究に活用できる。 

【所見】 
・新たながん治療開発による社会的貢献は大きい。
・コホート研究で得られた検体は、広く基礎研究や
臨床研究に活用でき、有用である。 
【指摘事項】 

・他施設との連携研究も順調に進んでいる。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

4.その他  

 

【指摘事項】 

・関連部局との連携を強くして、分担、協力するこ

とにより効率的な研究遂行が望まれる。 
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総合評価  【所見】 
・遺伝子診断のほとんどは臨床検査部で実施してよ
い内容である。 
・健常人の資料蓄積は極めて重要なテーマで積極的
に推進していただきたい。 
【指摘事項】 

・分子疫学コホート研究の達成目標や成果を出して

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。 
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様式 ２ 

平成２４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 

中釜 斉・金子 安比古 

松原 久裕・浜島 信之 

・ 

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４月１日～平成25

年度３月３１日 

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３５万人が亡くなっ

ている。千葉県においても、年間１万３千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、仮説に基づいた神経芽腫の発がん研究から標的となるドライバー遺伝子を同定し、計画的に独自の創薬戦略を立ててきた。その結果、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た。また、４００例を越す神経

芽腫の網羅的なゲノム解析から、新しいリスク分類を確立し、８個の新規発がん遺伝子とがん抑制遺伝子を同定した。平成２３年度は、それ

らの新しい機能がさらに明らかになり、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。なかでも、MYCNのシス・ア

ンチセンス遺伝子産物と判明したNCYMは、霊長類のみに存在する新たな発がん分子であり、MYCNにより転写誘導され、GSK3bによるMYCN蛋

白質のリン酸化を阻害してMYCN蛋白質の安定化を促進することを明らかにした。したがって、MYCN-NCYM-MYCNのpositive feedback loopが

神経芽腫の悪性化に寄与していることを見出し、新薬創出の標的となることが期待される。また、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、さらに創薬への基盤が確立しつつある。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）NCYM遺伝子： 染色体2p23にマップされるMYCN 遺伝子座において、シス・アンチセンス方向に読まれるNCYM遺伝子が蛋白質に翻訳さ

れていることを初めて見いだした。ヒトおよびチンパンジーにのみ存在し、神経芽腫においては MYCN (N-Myc)と共増幅していた。MYCN

はNCYMを転写誘導し、NCYMはGSK3b, MYCNと複合体を形成してMYCNのリン酸化を抑制し、その結果、MYCN蛋白質の安定化を齎した。

また、NCYM トランスジェニックマウス（Tg）を作成し MYCN Tg と掛け合わせたところ、発生する神経芽腫はヒト神経芽腫に極めて近い

特性を有し、広範な遠隔転移と抗がん剤耐性を示した。このダブル Tg マウスは、ヒト難治性神経芽腫のモデルとして新規抗がん剤の有
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効性スクリーニング系になることが期待される。 

２）ALK遺伝子： 神経芽腫343例の解析から、日本人神経芽腫のALK変異は6.1％で欧米の報告より低かった。また、MYCNが直接ALK遺伝

子を転写誘導し、転移や浸潤を促進することを見出した。さらに、我々が神経芽腫cDNAプロジェクトから見いだしたShfがALKのアダ

プター分子としてALKシグナルを負に制御すること、また、NLRR1がALKを負に制御することを初めて明らかにした。 

３）我々が決めた神経芽腫ゲノムリスク分類の中から、悪性なP1a（MYCN増幅、1p欠失、17q増加）と自然退縮するSs（ゲノム異常ほとんど

無し）の腫瘍サンプルを選び、全エクソンシーケンスを行った。両者に明らかな遺伝子変異頻度の差が見られ、さらに詳細な解析を進め

ている。 

４） KIF1B-beta遺伝子：我々が見出した1p36.2ホモ欠失領域にマップされる新規がん抑制遺伝子KIF1B-betaのNGF/TrkAシグナル制御にお

ける機能的役割を明らかにした。NGF欠乏時のプログラム細胞死の際に誘導され、ミトコンドリア経由細胞死の際のチトクロムC放出を

制御し、p53非依存的にアポトーシスを誘導した。 

（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（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、lipid raft を介

して EGFR シグナルを促進すること、作成したノックアウトマウスでは成長障害を起こすこと、また、治療用抗体スクリーニングにより

３個の単クローン抗体を見いだした。NLRR2 は ER stress を誘発し細胞死を誘導することが明らかになった。NLRR3 は神経細胞分化を誘

導したが、細胞内領域が切断され、核への移行が認められた。現在、ノックアウトマウスを作製している。 

２） BMCC1 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 発現を siRNA により抑制すると、抗がん剤による細胞死が著しく増強されたことから、DD3 がホルモン抵抗性前立腺がん

に対する治療薬開発の標的となる可能性が示唆された。BMCC1の発現制御機構も明らかになりつつある。 

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。その際に、同じく誘導された E2F1 と核内で複合体を構成していた。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： パーキンソン病の原因遺伝子のひとつであるParkinと結合し、悪性神経芽腫において恒常的に発現しているMash1の転

写を制御することを明らかにした。 

５） NEDL1： 我々が神経芽腫cDNAプロジェクトから同定し命名したNEDL1は、家族性脊髄側索硬化症（FALS）の原因遺伝子産物である変異

型SOD1と特異的に結合することをすでに報告したが、そのトランスジェニックマウスがALK様症状を呈することを見いだした。 

（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 (N-Myc)およびc-Mycがん遺伝子の発現を直接負に制御し、

神経芽腫及びグリオブラストーマ（GBM）の幹細胞性維持に深く関与していた。また、これが GBM に有効なテモゾロミドの作用機序であ

ることを明らかにした。 
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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がん遺伝子産物の安定化を負に制御し、そ

の高発現は進行神経芽腫の良好な予後と有意に相関していた。 

（４） IBM社の国際社会貢献枠としての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７個を同定し、それらの神経芽腫細胞に対するIC50は約1.0 microM であった。そのうちの２個については、

マウスの毒性試験を行い、毒性が無いこと、及び、膜蛋白質の結合スクリーニングからその結合がTrkBに特異的であることが確かめられた。 

今後の研究計画 

 現在行っている同定した新規遺伝子の機能解析をさらに発展、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

の創薬プロジェクトと臨床試験への展開を目指す。 

 さらに、次世代DNAシーケンシングを用いて、未知の神経芽腫遺伝子の同定を進める。 

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 

   

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

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。 

【所見】 
・神経芽腫に関しては、世界をリードする拠点とし
て、高いレベルの研究を継続している。 
・難治性神経芽腫の治療標的であるMYCNを制御す
るために重要な研究 
・世界をリードする神経芽腫の研究であり、その研
究から創薬が大いに期待できる。 
・がん関連遺伝子を探索し、その機能を解析する本
課題は、がん研究の必要なステップである。 

 

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腫瘍メンバーであり、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。 

【所見】 
・関連産業との連携が不可欠であり、積極的な推進
が期待できる。 
・本研究所の使命であるトランスレーショナルリサ
ーチに添う研究である。 
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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）。） 

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。 

【所見】 
・難治がんである神経芽腫に関して、これほどの数
の症例を集積しているセンターは他に類を見ない。
・関連産業との連携が不可欠であり、積極的な推進
が期待できる。 
・本研究から既に多数の特許申請が行われ、実用化
も期待されるとの説明があった。その説明の通りと
考える。 

 

 

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。 

【所見】 
・他に追随を見ない世界をリードする研究であり、
関連産業との連携が不可欠であり、積極的な推進が
期待できる。 
・本評価項目はトランスレーショナルリサーチを評
価するにはなじまない。 

 

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：やや低い 

1：低い 

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。 

平成２３年度の英文査読付き論文２７報 

【所見】 
・神経芽腫の自然退縮に関するメカニズム解明の糸
口もつかめたようで、今後の新たな治療戦略に生か
して頂きたい。 
・NCYM の機能解析は順調に進行しており、研究内
容は妥当である。 
・方向性、計画性も適切。計画の進捗も順調。 
【指摘事項】 

・MYCN, NCYM 両遺伝子制御についての道筋が明ら

かではない。 
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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。 

平成２３年度の外部資金取得額は 厚生労働省第３次対がん総合戦略

研究事業、武田科学振興財団特定研究助成金他 １億４８０２万円 

県費 ２,０００千円 

研究者 県職員５名 研修生１８名 研究補助４名 計２７名 

【所見】 
・研究費の取得も申し分なく、適切に行われている
・研究費の使用は妥当である。 

 

 

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。 

【所見】 
・世界をリードする神経芽腫の研究であり、その研
究から創薬が大いに期待できる。 
・神経芽腫の治療につながる重要な研究である。 

 

 

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  

 

【所見】 

・治療抵抗性・難治性の神経芽腫に対する革新的な

治療戦略の開発を今後も期待している。 

 

 

総合評価  【所見】 
・全体として独創性の高い研究を実施しており、成
果も着実にあげている。 
・他に追随を見ない世界をリードする研究であり、
関連産業との連携が不可欠であり、積極的な推進が
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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様式 ２ 

平成２４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 

中釜 斉・金子 安比古 

松原 久裕・浜島 信之 

・ 

試験研究機関長名  

研 究 課 題 名 創薬研究基盤形成とゲノム化学を利用した遺伝子制御システムの開発 研 究 期 間 平成２３年４月１日～ 

平成２８年３月３１日 

研究の概要  千葉県のがん患者数は、高齢者人口の増化に伴い、少なくとも今後30年間増加すると推定されている。また千葉県がんセンターでの創薬開

発の新しい試みは、全国的にも注目されている分野であり、企業との連携、知財の取得ができている。本課題では、千葉県がんセンター研究

局に創薬研究基盤の形成を行い、県民を脅かすがんの治療法を開発することを目的とする。 

がんには様々なタイプがあり、それぞれが異なるゲノム遺伝子の発現パターンを示している。このがん特異的な遺伝子の発現を制御できる

薬剤を開発することが出来れば個々の癌でゲノム遺伝子の変化をとらえて、癌の増殖や転移などの悪性化を抑制できると考えられる。われわ

れは、ゲノムＤＮＡを認識する化合物を自動的に合成するシステムを開発し、県がんセンター研究局に整備している。化合物の合成機を設置

し、遺伝子解析の研究成果に基づいて‘くすり’の候補を次々に自動合成し、がん治療薬の開発を試みている。遺伝子の配列にあわせて薬を

設計して自動的に創ることができるため個々の患者の遺伝子の配列に合わせてがんを治療することもできる治療法を開発することが期待され

る。これらの研究の基礎となる知的財産は、研究局長永瀬が発明者としてすでに特許取得もしくは複数の特許出願が行われている。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

  我々の研究室は、がん発症における遺伝や環境の影響に関する基礎的研究と薬剤開発研究を本格的に行ってきたユニークな研究室である。

腫瘍遺伝学、分子遺伝学的な研究の蓄積に基づき、どの遺伝子がどのようなメカニズムでがんを起こし、治療の標的となりうるかの研究をす

すめ、複雑ながんの発症メカニズムを遺伝的に解明してきた。例えば、皮膚化学発癌の遺伝構造図（Genetic Architecture）の構築（Nature 2010）

や組織特異的なDNAメチル化の再発見（PNAS 2005）と網羅的な解析（BMC genomics 2011）などを解明した。また研究室が、分子標的治療薬

開発（ソラフェニブの開発）に貢献してきた事実から、がん治療の標的から創薬開発を行う事が出来ることも実証できている。さらに近年、

直接標的遺伝子（DNA）を「くすり」で自由に操作できる化学スイッチの作成に取り組み様々な成果を発表している。すなわち、DNAの２重ら

せんの溝（副溝）にちょうどはまり込む化学物質を自動合成する技術の開発に成功したことで、遺伝子の配列を認識して化学物質がDNAに結

合し、自由に遺伝子の発現を制御する化学物質を次々に合成することが出来るようになった。X 線構造解析＊で分析すると化合物が予測した

配列と結合しDNAの溝の幅が広がっているのが解り、このことでDNAを制御するタンパク質が遺伝子DNAに結合することができなくなること

が解った。このようにDNAに結合して遺伝子の発現を制御するタンパク質の結合を阻害する薬剤を自由に設計して自動で合成する創薬システ

ム＊が出来たことで、色々な疾患の動物モデルに対しても一定の効果を示す薬剤候補化合物が合成でき、がんだけではなく腎障害、肥厚性瘢

痕、角膜外傷、がん転移、リウマチなどに治療効果がある化合物が得られ、多数の特許出願及び論文発表に結び付いている。またここで重要

なことは、投与された実験動物には顕著な副作用が見られなかったことと、薬物の投与方法、血中での濃度、組織分布、代謝、排泄機序等が

明らかにされたことである。さらに、我々が開発したゲノムの遺伝子制御機構（ヒストンのアセチル化）を制御する「ゲノム領域選択的ヒス
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トン脱アセチル化阻害剤およびその利用」の特許により、京都大学との共同研究が行われ、合成された化学物質がマウスの線維芽細胞で山中

因子遺伝子を発現させ、幹細胞（iPS）様の細胞を誘導できた。この研究結果も、2011 年に第一報を発表し、二報目の論文が印刷中である。

また、わかもと製薬との共同研究で炎症細胞が集まることをおさえることで炎症を起こさなくする点眼剤の開発を学術振興機構の補助金で製

薬化をめざしている。本年度は、合成した治療薬候補化合物の化合物誘導体群を合成し、この中からより有効な薬剤候補を見つけ出す「コン

ビナトリアルケミストリー」によるリード化合物（最も薬剤に適した化合物）を見つけ出す研究を行い。さらに最適化合物の生物特性、薬物

動態、毒性、催奇形性、薬剤規格等について、さらに研究を進め、具体的な臨床応用への道筋を立てていくことを計画している。また、幹細

胞の誘導剤に関しては、難治性がんで問題となっているがん幹細胞、がんになる性質を持つ幹細胞を誘導することで、がん幹細胞研究に寄与

し、がん幹細胞を標的とした薬剤の開発にも研究を進めていく計画である。さらに正常細胞より血球形系の幹細胞や神経系の幹細胞の誘導を

Ex Vivoで行う研究にも取り組んでいく予定である。 

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 

   

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

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。） 

千葉県の高齢化率は全国で埼玉県に次ぎ 2 位であり、高齢化、それ

に伴うがん患者の増加は、県が抱える大きな問題である。医療費の高

騰や患者の生活の向上を考えるとき薬剤による治療法や症状の軽減が

得られるとすれば、入院加療を必要とせずに在宅での治療や早期の社

会復帰など社会基盤の確立に寄与する可能性が大きい。また、県内に

創薬開発のプラットフォームが形成されれば、企業の誘致や雇用の創

出にもつながる。さらに、不幸にもがんの末期になってしまった患者

にも、がんを克服ができるかもしれないという希望を与えることが出

来る。このように、本課題は千葉県がんセンターでの独自性と、県民

への公益性等から必要性が高いと考えられる。 

【所見】 
・全く新規のアイデアに基づいた独自性の高い治療
戦略であり、是非、創薬実現に向けて努力して欲し
い。 
・HDAC 阻害剤コンジュゲートなど新しい薬剤の開
発が始まっている。 
・エピジェネティクスを利用した創薬、iPS細胞の
作成と非常に重要な課題である。 
・がん研究を推進するという千葉県の政策に合致す
るのみならず、他の疾患治療にも応用できる。 

 

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。） 

 千葉県の健康ちば２１が目指すブレーメン型地域社会、一度健康を

害した県民がもう一度健康に集える社会を目指すため、また政府のが

ん対策推進基本計画で目指そうとしている難治性、希少性のがんの克

服のために、少なくとも共存して生きていくことができる、合理的な

治療法を開発することが重要である。県民の半数ががんを経験するこ

とになるなかで、県が真摯にがん治療法の開発に取り組んでいる姿勢

は、多くの県民の共感を生むと考えられ、治療法開発の成功による直

接の利益だけでなく、間接的な県民への利益をもたらすものと考えら

れる。また千葉県がんセンターからがんの先端治療を現実できるとす

れば、県の政策の推進となるとともに県内発の医薬品開発といった経

【所見】 
・がん治療の創薬に重要であり、関連産業との連携
が重要である。 
・本研究所の使命であるトランスレーショナルリサ
ーチに添う研究である。 
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済的な効果も生み出す政策に即した活用が可能となる。 

 

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）。） 

県として最終的に化合物の特許化が可能であり知財を確保すること

ができると同時に開発する自動合成プラットフォームは、国内企業と

の合同プロジェクトであり、企業の利益が誘導でき、県内への施設誘

致の可能性もある。さらに、プロジェクトが大型化して進められる可

能性もあり、人材が県内で育ち今後の医薬品開発産業の芽を県に育む

素地を作る可能性が広がる。 

【所見】 

・がん治療の創薬に重要であり、関連産業との連携

が重要である。 

 

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。） 

創薬開発は世界中で様々な企業や研究機関が取り組んでいるが、本

課題で行う、ゲノム化学＊を利用した自動合成による化合物の合成は、

理論に基づいてがんなどの病気の治療薬を開発できる夢のような技術

である。この技術は、現在カリフォルニア工科大学、京都大学、日本

大学と千葉がんセンターでのみ実現されているものであり、室長事務

取扱の永瀬はこの分野で世界をリードしている。知財とインフラ及び

業績がすでに研究室に集約されていること、さらに外部資金による研

究が可能であること並びに前述の県の政策や県民のニーズに適ってい

ることより、県が行う必然性が認められる。また薬剤の開発もしくは

合成機器開発が成功すれば県の知財としてまた製品として活用できる

と考えられる。 

 

【所見】 
・独自性の高い研究プロジェクトであり、創薬が実
現できれば、県としての特徴を出すことが出来る。
・がん治療の創薬に重要であり、関連産業との連携
が重要である。 
・本評価項目はトランスレーショナルリサーチを評
価するにはなじまない。 
【指摘事項】 

・創薬研究基盤の構築を含めた提案であるが、一施

設としてはやや大規模な計画すぎないか？ 

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：やや低い 
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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。） 

 

 

 

研究室では、プロトタイプの化合物の設計、合成技術の開発、
薬物動態および組織送達の確認、実験動物レベルでの安全性、
実験動物での疾患治療効果といった基礎データをすでに確認し
特許化しており、今後化合物の特性と構造をさらに改善したう
えで、臨床応用可能なリード化合物の自動合成を行う。さらに
薬剤により遺伝子発現の制御に重要な遺伝子の修飾を特定の遺
伝子において変更する技術を開発し、成熟細胞から幹細胞（iPS
細胞）を生み出せる可能性が既に示唆されている。この合成薬
剤の中には、様々な遺伝子に作用する化合物が含まれており、
がん治療法の開発や体外での正常細胞の幹細胞化や分化誘導に
よる新たな補助療法及び様々な疾患治療法の開発に発展する可
能性を有する。このため、化合物の問題点である水溶性、粘性
等の問題を克服するための化学構造改善に着手し、解決されつ
つある。さらに標的遺伝子探索および評価疾患モデル系の確立、
DNA認識化合物の本格的な自動合成系の確立、標的化合物を含む
多数の化合物ライブラリーの作成、疾患モデル系での確認、患
者細胞を用いた幹細胞誘導等の実験を行うインフラや体制の整
備も着実に図られている。臨床応用に向けてもリード化合物に
ついて詳細な検討とGMPレベルでの合成系の確立、GLPレベルで
の前臨床試験のステップを進め、臨床試験に導くべく研究と基
盤の整備を進めている。これらのステップを合理的に進めるリ
ーダーシップと共同研究・協力体制の確立は確実に進められて
おり研究内容は妥当であり達成の可能性は十分に高くなってい
ると考える。 

 

研究成果に関わる論文、特許関係 

2011 年以降の査読付き英文論文 13 編と和文総説 1 篇を報告した。 

特許出願7件のうち特許一件が成立、一件は県に移行した。 

【所見】 
・自動合成装置により順調に進捗している。 
【指摘事項】 

・創薬の開発において、DDSの問題も併せてクリア

する必要があるのではないか。この点はどのような

戦略を考えているか。 

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23年度 科学研究費補助金 基盤BおよびASTEPで採択さ

れた研究費を利用し、PSSM8等の高額機器を購入、県に寄託し、

研究環境が整えられ、有機合成を行うスタッフを雇用した。 

(研究費：23年度2306万円 24年度837万円) 

現在、室長事務取扱1 名 主席研究員 1 名 研究員１名 学生３名で

化合物自動合成システムが稼働しており、製薬企業との共同研究体制

も構築できた。創薬化に向けてはさらに外部資金の獲得や企業との連

携が必要であるが、基本的研究を進めるうえでの研究資源は妥当であ

【所見】 
・競争的研究資金も順調に獲得され、その運用も適
切。 
・研究費の使用は妥当である。 
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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。 

本課題は、前述した通り、治療薬を開発する目的の研究であるが、

十分な裏付けのもと進められており、外部資金の取得により、最小限

の投資で遂行可能である。現在、製薬企業との創薬共同研究が進んで

おり、産業分野への発展性は大きく期待できる。また、たとえ治療薬

が開発できなかったとしても、学術的にも重要な分野であり、大きな

基礎研究成果を創造すると考えられる。例えば、本薬剤を利用した京

都大学での iPS 細胞の誘導共同研究は国家プロジェクトであるととも

にその成果物の発表にも至っており、近い将来、薬のみで、がん遺伝

子などの他の遺伝子を導入することなく iPS を誘導できる技術へと発

展することが期待される。 

【所見】 
・まったく新しい概念による薬剤なので、成功すれ
ば、産業分野に対する影響は大きい． 
・がん治療薬開発、iPS細胞作成に繋がりその成果
の影響は各分野に多大。 

・広くゲノム異常起因治療に応用でき、大きな前進

を引き起こす可能性がある。 

5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

4.その他  

 

【指摘事項】 

・創薬実現に向けての具体的な障壁（ハードル）や

コストの問題についての解決方策を具体的に提示

しながら、創薬実現にむけて突き進んで欲しい。 

 

 

総合評価  【所見】 
・研究は順調に進んでいる． 
・がん治療薬開発、iPS細胞作成に繋がりその成果
の影響は各分野に多大であり、今後も順調に推進し
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。 
＊X線構造解析：結晶化した分子にx線をあてて、X線回折像と呼ばれる散乱するX線の強度を測定することで結晶を構成する原子を同定し構造を解析する技術 
＊ゲノム化学：生体高分子の内、特に核酸に関して、構造解析から人工合成などの化学分析を行う学問領域のことです。 
＊創薬システム：新しい薬を創りだす（創薬）ためのより自動化した体系化した方法や仕組みのことです。 
＊分子標的：がんなどの病気の細胞が持つ特異的な性質を分子レベルでとらえ、それを標的として効率よく作用するよう薬がつくられています。この標的となる分子を

分子標的といいます。 
＊エピゲノム創薬：コンピューター解析等によって得られたヒトの遺伝子配列以外のヒトゲノム情報をもとに、病気や病態に効果を示す新しい医薬品を論

理的に研究開発しようとする新しい創薬手法のことです。 
＊創薬シーズ：創薬の種、薬を創りだしていくために必要となる物質やその働きのことを言います。 
＊ベンチャー：ベンチャー企業、ベンチャービジネスの略であり、新技術や高度な知識を軸に、大企業では実施しにくい創造的・革新的な経営を展開する中小企業を指

します。 
＊ヒストン：真核生物の核の中の DNA と結合して、複合体を形成している塩基性のタンパク質で、糸状の長いＤＮＡ遺伝子を巻き取り、遺伝子の読み取る場所を提示す
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る役目もするタンパク質です。 
＊ドラッグデリバリーシステム：目標とする患部（臓器や組織、細胞、病原体など）に、薬物を効果的かつ集中的に送り込む技術のことです。くすりを必要な場所に多

く届け、必要でない場所には届けないようにする技術のことです。 
＊iPS 細胞：人工多能性幹細胞と言われるもので体を構成するすべての組織や臓器に分化誘導することが可能な細胞（分化万能性を持った細胞）に遺伝子などを導入し

て人工的に作られた細胞 
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様式 ２ 

平成２４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 

中釜 斉・金子 安比古 

松原 久裕・浜島 信之 

・ 

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

５年３月３１日 

研究の概要 我が国においては、国民の二人に一人が「がん」に罹患し、三人に一人が「がん」によって亡くなっている。千葉県においても同様である。

高齢化社会に突入しつつある我が国において、生涯にわたる国民の健康を増進するためには、「がん」の早期発見および早期治療をさらに普及

させることはもとより、「がん」による死亡率を押し上げていると思われる難治性腫瘍の抗癌剤耐性獲得という生物学的な現象を克服するため

の研究は急務である。 

 抗癌剤に対する感受性を規定している主要な仕組みの一つは、がん抑制遺伝子産物である p53 によるアポトーシス誘導機構である。しかし

ながら、何らかの原因によってこのシステムが遮断されると、がん細胞の抗癌剤に対する感受性は著しく低下すると考えられている。この主

たる原因の一つは、約５０％の腫瘍で検出される変異型 p53 の過剰発現である。変異型 p53 は半減期の長い極めて安定性の高い蛋白質であ

り、野生型 p53 や p53 ファミリーメンバーである p73 や p63 と共存する場合には、それらのアポトーシス誘導活性を顕著に阻害する。実

際に、変異型 p53 を発現する腫瘍細胞はしばしば抗癌剤に対する抵抗性を示す（総説１）。従って、悪性腫瘍の抗癌剤耐性という性質を克服

するためには、変異型p53を抑制する、あるいは排除するという方法論が妥当であると考えられる。このような背景から、当研究室において

は変異型p53の再活性化および変異型p53の転写レベルでの発現抑制という切り口から、悪性腫瘍の抗癌剤感受性の向上を目的とした研究を

実施するに至った。 

 一方で、抗癌剤に応答した p53 依存性のアポトーシス誘導過程において、発現昂進あるいは発現低下する遺伝子産物の中には p53 の活性

を直接的に、あるいは間接的に制御する機能を有する蛋白質が存在すると考えられる。このような探索研究の中から、p53 依存性の抗癌剤感

受性の決定に関与する重要な未記載の因子が見出される可能性が期待される。中川原センター長との共同研究から、RUNX3 に加えて RUNX1が 

抗癌剤に応答した p53 の活性化において重要な役割を担うことが判明した。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

RUNX1 による野生型 p53 の活性制御機構の解析（中川原センター長との共同研究） 

 野生型 p53 の活性調節に関与する蛋白質の探索およびその制御機構の解析を目的とした研究である。アドリアマイシンに応答した p53 依

存性のアポトーシス誘導過程において、RUNX ファミリーメンバーである RUNX1 の発現昂進が認められた。RUNX1 の過剰発現によって、アド

リアマイシンによる p53 の転写活性可能が顕著に上昇したが、その際に p53 のアセチル化のレベルの昂進が検出された。RUNX1 のノックダ

ウンによって、アドリアマイシンによる p53 のアセチル化の誘導が抑制されたことから、RUNX1 は p53 のアセチル化による修飾を仲介する

足場蛋白質として機能することが示唆された（投稿中）。 
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変異型p53の再活性化およびそのドミナントネガテイブ効果の抑制に関する研究 

 変異型p53のコンフォメーションシフトを介した再活性化、およびそのドミナントネガテイブ効果を抑制する機能を有する蛋白質を同定す

る目的で、変異型p53(R273H)のDNA結合ドメインをバイトとした酵母のtwo-hybrid screeningを実施した。得られた38個の陽性クローンの

中で、NK-17 と命名したクローンは分子シャペロンの一つである蛋白質 X をコードしていた。分子シャペロンは、ストレスなどによって変性

した蛋白質の異常なコンフォメーションを認識し、正常なそれに巻き戻す性質を持つ一群の蛋白質である。従って、この蛋白質Xが分子シャ

ペロンとしての機能を介して変異型p53の再活性化を促す可能性が期待される。変異型 p53 の再活性化については、p53 応答性レポーターを

用いたルシフェラーゼアッセイ、およびコンフォメーションシフトの有無については、免疫沈降法による野生型および変異型 p53 抗体に対す

る反応性でもって調べる。加えて、変異型 p53 のドミナントネガテイブ効果に対する候補蛋白質の影響を検討するアッセイ系の条件検討を行

う。 

 

変異型p53の転写レベルでの発現抑制に関する研究（永瀬研究局長との共同研究） 

 変異型p53の過剰発現はその蛋白質としての安定性の亢進に起因するものと考えられており、その転写調節機構の解析については国の内外

を問わず、ほとんど行なわれていないのが現状である。当研究室において、野生型p53を発現する大腸がんHCT116細胞および骨肉腫U2OS細

胞と、変異型p53を発現する膵臓がんMiaPaCa-2およびPanc-1との間でのp53遺伝子の転写量を比較したところ、後者においてはp53の転写

量が顕著に増加していることを見出した。つまり、変異型p53の過剰発現の一端は転写レベルでの脱制御に起因するものと考えられる。そこ

で、変異型 p53 の転写レベルでの発現抑制を介した抗癌剤感受性の向上を企図する目的で、p53 遺伝子のプロモーターと考えられる領域を有

するルシフェラーゼレポータープラスミドを構築した。この系統的なルシフェラーゼレポータープラスミドおよび膵臓がん由来の細胞を用い

て、変異型p53の転写を制御する領域および転写因子の同定を行なっていく予定である。 

 さらに、永瀬研究局長との共同研究によって、変異型 p53 の転写制御に重要な領域あるいは変異型 p53 の変異配列を特異的に認識するポ

リアミドを合成し、変異型 p53 の発現レベルおよび機能発現に対する当該ポリアミドの有効性について検討する。 
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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 

  5：非常に高い 

4：高い 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

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。） 

我が国では、国民の二人に一人がその生涯において「がん」に罹患し、

そのうち二人に一人が「がん」によって死亡している。本県において

も同様である。特に、治療困難な悪性の「がん」が、がん死亡率を押

し上げていることは明らかである。治療困難な悪性腫瘍は、抗癌剤耐

性という性質を獲得しており、この生物学的な性質が化学療法の効果

を著しく低下させている。このような背景から、国民および県民の健

康の増進をはかるためには、難治性腫瘍の抗癌剤耐性克服を目的とす

るがん研究の進展は急務であり、社会的にも強く求められている。本

研究課題は、難治性腫瘍の抗癌剤感受性の向上を目的とした内容であ

り、がん撲滅を願う国民および県民のニーズに合致しているものと考

えられる。 

【所見】 
・制癌剤耐性獲得機構の研究は臨床現場からの要請
が大きい研究分野である。 
・抗がん剤耐性の克服はがん治療にとって重要。県
民の治療に資する。 
・p53の再活性化等により治療を前進させる研究は
有用である。 

 

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。） 

政府の「がん対策推進基本計画の見直し案」において、その全体目標

の一つとして「がんによる死亡者数の２０％減」が掲げられているが、

この政策課題は、県民の健康や福祉の向上に対して責任を負う本県の

重要政策と合致するものである。本県では、我が国の中でも特に高齢

化が急速に進展していることからも、県民の生涯にわたる「がん」に

よる健康不安を取り除き、安心して暮らせる生活環境を提供すること

は重要である。本研究課題は、抗癌剤感受性の向上を介した難治性腫

瘍の治療成績の向上を目的とするものであり、上記の政策課題に沿っ

ており、またその実現に大きく貢献するものと期待される。 

【所見】 
・抗がん剤耐性の克服はがん治療にとって重要。県
民の治療に資する 
・本研究所の使命に添うがん研究である。 
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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）。） 

国民の死因の筆頭である「がん」の克服および撲滅は、健康不安を抱

えることなく社会生活を送る上で、県民のみならず国民の大きな願い

である。難治性腫瘍の治療成績の向上を目的とする本研究から得られ

る成果は、「がん」による健康不安の軽減を実現するものであり、その

社会的な効果は極めて大きいと思われる。加えて、学術論文発表や学

会発表などを通して、当該研究分野の研究者の評価を受けることが出

来れば、全国的あるいは国際的な共同研究の実現にも結びつく可能性

が期待される。さらに、本県発の研究成果は、将来のがん研究を担う

べき中高生の意欲をかき立て、若い人材の確保にも貢献すると思われ

る。本研究から得られる成果は、最終的には県民および国民に還元さ

れる。 

【所見】 
・抗がん剤耐性の克服はがん治療にとって重要。県
民の治療に資する 

 

 

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。） 

がんの制圧を目標として掲げる本研究の遂行には、専門的な知識や実

験技術が必要であり、本県のがん研究の中核施設の一つである当セン

ターが中心となって取り組むべき課題である。がん抑制遺伝子である 

p53 を標的にした研究は、１９７９年の同遺伝子の発見以来、当セン

ターを含めて国の内外を問わず精力的に実施されてきた。これまでの

幾多の研究の積み重ねの中から、局所的な p53 の過剰発現を介した遺

伝子治療、ドラッグデザインによるp53 活性を向上させる低分子化合

物の発見など、将来的な臨床応用を期待させる成果が得られている。

このように、がんの制圧を実現するためには、内外の研究者の英知を

結集して取り組む必要性については論をまたず、本県の試験研究機関

の一つとしてその一翼を担わなければならない。 

【所見】 
・抗がん剤耐性の克服はがん治療にとって重要。県
民の治療に資する 
・本評価項目は基礎研究を評価するにはなじまな
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 
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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。） 

 

 

 

変異型 p53 の再活性化、およびそのドミナントネガテイブ効果の抑制

に関する研究 

酵母のtwo-hybrid screening により、最終的に３８個の陽性クローン

を得た。そのうち、４クローンに由来する遺伝子についてはその発現

プラスミドの構築が完了している。候補蛋白質による変異型 p53 の再

活性化能については、p53 変異を持つ膵臓がん細胞への過剰発現によ

る p53 応答性レポーターの反応の有無で判定する。コンフォメーショ

ンシフトの有無については、免疫沈降法による PAb1620 および 

PAb240 抗体に対する反応性の変化でもって判定する。また、変異型 

p53 による抗癌剤に応答した 野生型 p53 の活性化の阻害を、候補蛋

白質が抑制するかどうかを検討することによって、変異型 p53 のドミ

ナントネガテイブ効果に対する影響を調べる。 

 

変異型p53の転写レベルでの発現抑制に関する研究 

p53 遺伝子のプロモーターを含むルシフェラーゼレポータープラスミ

ドについては既に構築済みである。また、p53変異を持つ膵臓がん由来

の細胞株では、変異型 p53 蛋白質の過剰発現が認められるが、転写産

物の過剰発現もまた検出されることを見出している。上記のルシフェ

ラーゼレポータープラスミドを用いて、変異型 p53 の転写調節に関わ

るシスエレメント、および機能的な転写因子の同定を行なう。さらに、

そのシスエレメントに由来する分子デコイを設計して、変異型 p53 の

転写抑制を介した膵臓がん細胞のゲムシタビン感受性の向上の有無を

調べる。 

 

配列特異的なポリアミドによる変異型 p53 の抑制に関する研究（永瀬

研究局長との共同研究） 

変異型 p53 の転写調節を担うシスエレメント、あるいは変異型 p53 

の変異配列を特異的に認識するポリアミドを合成し、変異型 p53 の発

現抑制ならびに機能抑制におけるポリアミドの有効性を検討する。 

 

当研究室においては、これまでに p53 および p53 ファミリーに特化

した研究を行なってきており（原著論文１，４、総説２）、当該研究に

必要な研究材料等については完備している。 

 

【所見】 
・RUNX2に着目している点は興味深い。 
独自性の高い研究として展開して欲しい。 
・非常に競争の激しい分野であり、焦点を絞った研
究が臨まれる。計画自体は妥当。 
【指摘事項】 
・当該領域の世界的な競争に対して、十分なスタッ
フがいるのか、また、どのように特徴を出していく
ことが強みなのか。 

・やや臨床から距離がある基礎研究に思われる。 

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（基盤研究 C）および人員（室長１，大学院生１，卒業研究生

１）の現状は、必ずしも満足のゆくものではないことから、今後の研

究の展開によっては具体的な成果を提示することによって、研究局内

での共同研究の道を展開する必要、および民間財団を含めた外部資金

の獲得に努力する必要がある。 

(研究費 H23：411万円 H24：285万円) 

【所見】 
・積極的な競争的研究資金獲得が望まれる。 
・研究費の使用は妥当である。 

 

 

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。 

変異型 p53 の再活性化を誘導する低分子化合物のスクリーニングに

よって、PRIMA-1 などの化合物が同定されているが、酵母の 

two-hybrid スクリーニングによって、このような活性を有する蛋白質

を探索するという報告は、申請者の知る限りにおいてはない。従って、

本スクリーニングによって得られる蛋白質は、生体由来なるが故に副

作用のリスクの少ない創薬展開へのシーズとなると期待される。また、

従来の報告によれば、野生型および変異型 p53 の発現は転写のレベル

ではなく、蛋白質のレベルで制御されていると考えられており、野生

型のみならず変異型 p53 の転写調節機構の解析はほとんどなされて

いない。このような背景から、変異型 p53 の転写レベルでの調節機構

の解析は学術的には新規性が高く、新たな p53 制御システムの発見に

繋がる研究であると思われる。加えて、変異型 p53 の転写抑制によっ

て、そのドミナントネガテイブ効果がキャンセルされることによる他

の p53 ファミリーメンバーの活性化が期待される。さらに、配列特異

的なポリアミドを導入することによって、これまでに報告のない変異

型 p53 の抑制システムの構築が可能になると思われる。 

【所見】 
・抗がん剤耐性の克服はがん治療にとって重要。創
薬に向け、関連産業との連携が必要。 
・波及効果についてはまだ判断できない。 

 

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  【所見】 
・RUNX1, RUNX3 と P53 の関係に対する機能解析は
重要である。 
・積極的な競争的研究資金獲得のため、論文作成を
積極的に行う必要があると思います。 
【指摘事項】 

・制癌剤耐性克服への研究の前進が待たれる。 

 

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。 

※ アポトーシス：ゲノムDNAの断片化を伴う細胞死であり、この現象はがん化に対するバリアーである 

※ p53：分子量 53 キロダルトンの核蛋白質であり、がん細胞のアポトーシスを誘導する機能を持つ 
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※ p53 ファミリーメンバー：構造的ならびに機能的にも p53 と類似した性質を持つ蛋白質群 

※ RUNX：進化的に保存された runt 領域を有する核内転写因子であり、RUNX1, RUNX2, RUNX3 の三種類の蛋白質から構成される 

※ アドリアマイシン：ゲノムDNAに損傷を加えてアポトーシスを誘導する抗癌剤の一つである 

※ コンフォメーションシフト：蛋白質の三次元構造の変化 

※ ノックダウン：人為的に目的とする遺伝子の発現を抑制することをいう 

※ バイト：結合蛋白質を同定する際に、「餌」として使用する蛋白質の断片のことをいう 

※ two-hybrid screening：酵母の核内での蛋白質間相互作用の有無を調べる方法 

※ ルシフェラーゼアッセイ：ルシフェラーゼの活性でもって転写因子の転写活性化能を調べる実験方法 
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様式 ２ 

平成２４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 

中釜 斉・金子 安比古 

松原 久裕・浜島 信之 

・ 

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４月１日～２７

年度３月３１日 

研究の概要 国内で今後最も早く高齢化社会を迎える千葉県において、がん対策のための研究は非常に重要である。「千葉県がん対策推進計画」の7つの柱

の一つ、がん医療の質の向上を目的として、本研究課題では、DNA チップ解析や次世代シーケンサー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。主な研究対象は、稀少がんのひとつである神経芽腫や骨肉腫などの小児固形がんと、特に難治性で新規治療法の開発が強

く望まれている脳腫瘍、膵がんなどである。 

（*次世代シーケンサー：遺伝子の本体であるDNA（塩基）の並びを一度に大量に決定できる解析法。がんで異常が起こった遺伝子が大量に見つけられる。） 

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、難治性のサブタイプの分子的特徴を明らかにするため、遺伝子発現に基づく予後予

測ミニチップシステムの開発と、ゲノム異常パターンを用いたリスク分類システムの構築を行ってきた。平成23年度は①遺伝子の発現調節を

通してがんの発生・進展に関与するといわれるマイクロRNAの網羅的発現解析を行い、予後に強く相関することが予想された3種類のマイク

ロRNAについて100例の追加症例を用いた検証を行った。②日本神経芽腫スタディグループ臨床研究登録症例33例のアレイCGH解析とチロシ

ンキナーゼALK遺伝子の異常検索を行い、治療抵抗性を示した症例の特徴を抽出した。③次世代シーケンサーによるゲノムシーケンシング共

同プロジェクトに参画し、40種類の候補遺伝子についてリシーケンシングを行った。④当センターのがんバイオバンクのシステム整備に参加

するとともに、バンクに保管されている骨肉腫や膵がんのゲノム異常解析を行い、骨肉腫についてはゲノム異常パターンによって治療反応性

の異なる３つのグループに症例が分類できることを示した。今後はがんの層別化システムの構築を目指し、抽出した分子プロファイルの予後

マーカーとしての有用性の検証を進める。 

 並行して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機能解析を進めた。神経芽腫においてがん遺伝子様に働く神経

発生・分化関連転写因子群について、作製した遺伝子導入マウスの詳細な解析を行い、生体内における神経細胞の分化増殖調節機構について

明らかにした。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 

  5：非常に高い 

4：高い 
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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。） 

千葉県民の死因の第１位であるがんの予防と克服のために、がんの発

症・悪性化機構の解明や、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には、がんの性

質が直接反映されており、本課題にてこれらを網羅的に解析すること

により、がんの発症・進展のメカニズムの解明や創薬の標的遺伝子の

同定につながる点で重要な基盤研究である。 

【所見】 
・神経芽腫や小児がんなどの希少がんについて、当
研究所の特徴や強み、実績を生かして、着実に成果
を上げている。 
・神経芽腫の網羅的マイクロRNA発現解析は重要な
成果である。 
・がんの発症に関係する重要な研究であり、創薬に
も関連し重要な課題である。 
・がんの予後因子に関する研究は重要なテーマであ
る。 
【指摘事項】 

・がんの個性という点では、エピゲノム異常の解析

も不可欠と思うが、どのような計画か？財源確保へ

の対応は十分か。 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

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

成人がんの克服と、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。実際に厚生労働省が現在作成中の次期がん対策推進基本計

画案において、希少がんの一つである小児がん対策と、難治性がんの

克服、がんとの共存を目指した治療後の生活の質の向上を目指した施

策が重点課題となっている。特に千葉県は他県より早く少子高齢化が

進むと予測されていることから、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、上記ニーズや県の施策とも合致し

その推進に貢献すると期待される。 

【所見】 
・がん対策基本計画にも述べられているが、個別化
医療を実現するために必須な基盤整備という観点
からも重要な研究プロジェクトである。 
・がんの発症に関係する重要な研究であり、創薬に
も関連し重要な課題である。 
小児がんは世界のトップレベルであり重要なテー
マ。 
・がんの予後因子に関する研究は本研究の使命に沿
っている。 

 

 

 

 

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）。） 

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。研究所を備えた県立の唯一のがん専門医療機関であり、また、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、

千葉県における高度先進医療の効率的な実現に貢献すると考えられ

る。また、研究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。 

【所見】 
・がんの発症に関係する重要な研究であり、創薬に
も関連し重要な課題である。 
小児がんは世界のトップレベルであり重要なテー
マ。 

 

 

46 



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。） 

遺伝子・ゲノム情報に基づくがんのリスク分類システム構築は、研

究用サンプルの整備があって初めて有効な成果を得ることができる。

当センターではこれまでに県民から供与された約 8,800 の匿名化成人

癌組織が研究用バイオバンクとして保管されているほか、小児がん組

織バンクも世界有数の規模であり、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と医療施設の連携が構築されており、他

県および他施設では本課題のような大規模な解析は困難である。 

【所見】 
・ゲノム情報に基づいた個別化医療実現のための拠
点センターとして、本省及び中央機関との連携のも
とにその役割を十分に発揮して頂きたい。 
・小児がんは世界のトップレベルであり重要なテー
マ。 
・本評価項目はトランスレーショナルリサーチを評
価するにはなじまない。 

 

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：やや低い 

1：低い 

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： 

これまでに網羅的ゲノム解析、遺伝子発現解析の手技を本研究局内に

導入し、ルーチンに実施できるシステムを構築した。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

実施する体制が整っている。 

 研究の内容については年数回の国内学会や海外の学会にて成果を発

表し、当該分野の専門家からの助言や評価を受けることで、常に軌道

修正する機会を設けている。また、毎年文科省、厚労省からの科学研

究費を獲得しており、毎年度成果の報告を班会議等で求められるため

研究の方向性の調整や効率よい進め方に修正する機会がある。 

研究成果(論文等)： 

研究成果(共同研究を含む)は学術誌への英語論文として7報、総説(邦

文)として2報発表した。 

【所見】 
・神経芽腫治療研究の附随研究として、リスク分類
研究が開始されたことは成果である。 
・arrayCGH､miRNAと順調に研究は進捗している。
・着実に成果を上げている。 
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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： 

県研究費に加え、厚労省科研費(3件)、文科省科研費(2件)、民間助成

金(1件)の補助を受けて研究を行っている。   

県費(２名合計)    870千円 

外部資金(２名合計) 9,300千円 
 
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： 

国内の複数の医療研究機関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日本

神経芽腫スタディグループと連携を行っている。 

【所見】 
・競争的研究資金も獲得し、適切に遂行している。
・研究費の使用は妥当である。 
 

 

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。 

近年の次世代ゲノムシーケンス技術の急速な進展により、ゲノム異

常ががんの悪性度等の性質を規定する重要な因子であることが再認識

され、今後さらに新しいがん関連遺伝子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。本課題で進めている網羅的ゲノム異常パ

ターンによる診断システムの構築は H23 年度より開始したゲノムシー

ケンスからの情報と組み合わせることでさらに精度が高まると期待さ

れ、さらなる発展が予想される。 

また、本研究課題から構築された神経芽腫のリスク分類システムは

昨年日本神経芽腫スタディグループが行う臨床試験の付随研究として

承認され、治療法を統一した症例群での検証を今回開始した。今後も

フォローアップを継続し実用化へ駒を進める。 

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、多施設連携による次世代の

個別化医療モデルを提供するものである。 

【所見】 
・将来的なクリニカル・シークエンスの実現のため
にも、一層の機能強化と人員の配備が必要と考え
る。 
・がんの発症に関係する重要な研究であり、創薬に
も関連し重要な課題である。 
・波及効果についてはまだ判断できない。 

 

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  
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総合評価  【所見】 
・ゲノム・遺伝子発現異常の臨床応用研究は、実際
に臨床応用されて初めて意味をもつ。附随研究が開
始されたことは、前進である。 
・順調に進捗しており、積極的に推進してほしい。

 

 

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。 
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様式 ２ 

平成２４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 

中釜 斉・金子 安比古 

松原 久裕・浜島 信之 

・ 

試験研究機関長名 中川原 章 

研 究 課 題 名 発がん機構の解明、がん治療へ向けたマウスモデルを用いた基盤研究 研 究 期 間 H23年4月～H28年3月 

研究の概要 

千葉県は全国 2位の高齢化進行県となり、毎年約 1万 5千人の人ががんによって亡くなっており、この数値は増加傾向にある。がんの予防、

治療へ向けての研究は急務である。本研究においては遺伝子改変マウス、野生マウス等のヒトがんマウスモデルを用いて、がんの発生、進展

に関わる遺伝子群の同定を目指す。特に、創薬、治療のためのマウスモデルを用いた実験系の確立を目指す。具体的にはマウス皮膚発がん実

験系を用いた発がん抵抗性遺伝子座の探索、次世代シーケンザーを用いたマウス皮膚腫瘍のトランスクリプトーム解析、Meis1遺伝子、CenpR

遺伝子等の各遺伝子改変マウスを用いた皮膚発がん実験を行う。また、当研究局独自の網羅的遺伝子発現解析から同定され作製された遺伝子

改変マウスの中でも特にUnc5Dノックアウトマウスを用いて生理的な機能解析、およびがんの発生、進展における役割を探索する。 

研究の進捗状況及

び今後の研究計画 

マウスを用いた発がん抵抗性遺伝子座の探索の研究からマウス 7 番染色体上に良性腫瘍発生の早期をコントロールする遺伝子座を、4 番染

色体上には良性腫瘍発生の晩期から悪性腫瘍への進展過程をコントロールする遺伝子座が同定された。また、この 4 番染色体上の遺伝子座の

働きは p53※に完全に依存しており野生型 p53 の状態では機能するものの、変異型 p53 では機能しないことがわかった。これらの成果をまと

めた論文はOkumura K, et al, (7名略) and Wakabayashi Y. Independent genetic control of early and late stages of chemically induced skin tumors in a cross of 
a Japanese wild derived inbred mouse strain, MSM/Ms. としてCarcinogenesis誌に本年7月にアクセプトされた。今後はマウスを用いた遺伝学的解

析を進めると同時に、p53依存性に着目しp53変異型と正常型のヒト腫瘍において出現率が逆転するSNPs※等を探索したいと考えている。 
マウス皮膚腫瘍のトランスクリプトーム※解析においては発現パターンによるクラスタリング※を行い、腫瘍悪性化過程において発現が変

化する遺伝子群が数10個まで絞り込まれている。さらに多くの腫瘍の解析を進めるとともに発現の変化が顕著なものについては培養細胞やマ

ウスを用いた検証実験を行う。 

各種の遺伝子改変マウスを用いた皮膚発がん実験は現在、進行中である。Meis1※欠損マウスでは腫瘍数が減少し、CenpR※ノックアウトマ

ウスでは逆に腫瘍が増加するという結果が得られている。今後、さらにマウスの頭数を増やして実験を進めていきたい。 

また、UNC5D※を含む染色体上の領域が膀胱がんにおいて広く欠失しているという報告に着目し、UNC5Dが膀胱がんにおいてがん抑制遺伝子

として機能しているという仮説の元にUnc5D KOマウスを用いた膀胱がんの誘導実験を行った。まだ数頭のマウスを用いた小規模の実験結果が

得られた段階ではあるが、Unc5D KOマウス、正常マウスのすべてのマウスが膀胱がんを発症したが、Unc5D KOマウスが発症した膀胱がんが明

らかに悪性度が高く、より進行したがんであるという結果が得られている。この実験についてもさらにマウスの頭数を増やして実験を進める。 

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 

  5：非常に高い 

4：高い 
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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。） 

がんは長い間、死亡原因の 1 位を占め、千葉県においても毎年約 1

万 5 千人の人ががんによって亡くなっており、現在もこの数値は増加

傾向にある。がんの予防、治療へ向けての対策は急務である。 

発がん、およびがんの進展に関わる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。 

【所見】 
・創薬開発等のためにも、動物を用いた研究体制の
整備は重要である。しかしながら、動物を用いない
代替研究のためのシステム構築にも積極的に取り
組んで欲しい。 
・マウス皮発癌実験で腫瘍化に関わる遺伝子を解明
したことは成果である。 
・がんの進展に重要なテーマであり、その推進はが
ん治療に有用であり、予防、創薬に繋がる。 
・基礎研究の積み上げは重要である。 

 

3：認められる 

2：やや低い 

1：低い 

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、遺伝子改変

マウスは行動異常などの表現型を示す場合もあり、がん以外の難治性

疾患のモデルにもなり得る。 

【所見】 
・マウスモデルの構築は他のがん研究にもつながり
重要な課題である。 
・本研究所の使命に添うがん研究である。 

 

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）。） 

県内の難治がん、再発がんに苦しむがん患者の方に、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、 センター内での共同研

究を通して作製された遺伝子改変マウスが創薬や治療のための優れた

モデル動物となり、あるがん腫における治療、創薬研究のプラットフ

ォームになれば、 終的に県民にもたらされる利益は大きいと考える。 

 

【所見】 
・がんの進展に重要なテーマであり、その推進はが
ん治療に有用であり、予防、創薬に繋がる。 
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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。） 

予防法、治療法の開発を目指したがん研究には、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、培養細胞を用いた基礎実験

に必要な設備、遺伝子改変マウスを用いた動物実験が行える設備、等

の一連の設備が整えられていて、かつ連動して稼働するシステムが確

立されていることが不可欠である。当研究局にはこれらの環境が整え

られていることから組織だったがん研究が可能である。 

また、本研究の成果、もしくは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く、県が行うメリットは大

きいと考える。 

【所見】 
・世界をリードしている他のがん研究にもつながり
重要な課題である。 
・本評価項目は基礎研究を評価するにはなじまな
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：やや低い 

1：低い 

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。） 

 

 

 

マウスを用いた発がん抵抗性遺伝子座の探索から得られたここまで

の結果は論文発表を行い、一定の成果を達成したと考える。今後はマ

ウスを用いた遺伝学的解析を進めると同時に、同定された遺伝子座の

中でも特に p53依存性に機能するCDKN2A/B近傍の遺伝子座について

は千葉県がんセンターのコホート調査で得られた検体や、バイオバン

クに保存されたヒト検体を用いる、また医療局と連携を行い、がんの

予防や予後予測に役立てる遺伝子診断法の開発へとつなげていきたい

と考える。ゲノム上の領域が限定されているため作業としては SNPs
の遺伝子型決定でありそれほど複雑なものではなく達成可能であると

考える。 
トランスクリプトーム解析や遺伝子改変マウスを用いた発がん実験

については 1 頁 2 段めに記載したようにいずれも実験系そのものは順

調に稼働し現在、進行中である。さらにサンプル数を増やし実験を継

続することにより計画内容は達成可能であると考える。 

【所見】 
・動物モデルを用いたがん研究（発がん研究）にも
精力的に取り組んでいる。 
・労力を要する研究であるが計画は妥当であり、順
調に推進されている。 
【指摘事項】 
・動物モデルを用いた研究の特徴や、どのような研
究を対象とすべきかの徹底した議論が必要。 

・やや臨床から距離がある基礎研究に思われる。 

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。） 

研究費：県研究費に加え、基盤A(分担若林)、基盤C(代表若林)、若手

B（代表奥村）、の外部資金を獲得している。 

外部資金：960万円 

人材：室長１、客員研究員１、修士学生１、学部学生1、研究補助員２ 

研究費・人材ともに適切に配備されている。 

【所見】 
・競争的研究資金も獲得し適切に推進されている。
・研究費の使用は妥当である。 
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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。 

本研究は、がん関連遺伝子の遺伝子改変マウスを用いて発がん実験

を行い、がんの発生、進展に関する各遺伝子の役割を明らかにするも

のである。このことは、がんの発生過程の解明だけでなく、幹細胞等

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

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ものと思われる。 

【所見】 
・がんの進展に重要なテーマであり、その推進はが
ん治療に有用であり、予防、創薬に繋がる。 

・波及効果についてはまだ判断できない。 

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  

 

【所見】 

・他の研究を支えている。 
 

 

総合評価  【所見】 
・皮膚発癌実験、千葉がんセンターで解明した、神
経芽腫関連遺伝子ノックアウトマウス作成研究か
ら重要な知験が得られている。 
・労力を要する研究であるが、重要な課題であり積
極的に推進してほしい。 
【指摘事項】 

・本日は、様ざまなポイントについて研究成果を発

表して頂いたが、特に強化すべき点や強調したいポ

イントを明確にすべき。現時点では総花的な印象を

受ける。 

 

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。 

※ p53:代表的ながん抑制遺伝子。様々なタイプのがんで高頻度に変異が検出されることが知られている。 

※ SNPs:single nucleotide polymorphisms (一塩基多型の略)。DNA中に個人によって異なる塩基配列を持つ箇所が多数、存在する。それらの大多数は生物学的に機能

を持たない場合が多いが、中にはRNAやタンパクの機能に影響を与え、がんに対する感受性を決定しているものも存在する。 

※ トランスクリプトーム解析:DNAから転写されるRNAを網羅的に解読、定量し、すべてのRNAの挙動を解析する方法。 

※ クラスタリング:トランスクリプトーム解析で得られたRNAを発現のパターンによりグループ分けすること。 

※ Meis1:がん遺伝子のひとつとしてよく知られる遺伝子。 

※ CenpR:20個程度知られている染色体のセントロメア（細胞分裂時に染色体が分配される時に重要）に結合するタンパクのひとつ。 

※ 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 

※ KOマウス:ノックアウトマウスともいう。ある遺伝子を完全に破壊し、その遺伝子を欠損したマウス。 
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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 

 

１ 日時  平成 24 年 8 月 27 日（月）午後１時から６時まで 

 

２ 場所  千葉県がんセンター 

 

３ 出席者 

（専門部会） 

中釜斉部会長、金子安比古構成員、松原久裕構成員、浜島信之構成員 

（病院局経営管理課） 

山口幸夫経営企画戦略室長ほか 

（がんセンター研究局） 

中川原章センター長、永瀬浩喜研究局長ほか 

 

４ 内容 

平成 24 年度における千葉県がんセンター（研究局）の研究課題の評価について 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 


