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１ 総括に対する対応方針 
区

分 
研究課題名 
 

主な指摘事項等 
 

対応方針 
 

 
事 
前 
評

価 

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 

・ハイリスク、ハイリターン

であるが研究を実施する十

分な裏付けがある。 

・新しい発想の創薬研究で、

大いに期待される。 

〔現状〕外部資金を取得し、企業

との共同研究も行い、新たな創薬

研究を進めています。 
〔課題〕 
創薬を志す研究であり、人的、物

質的、金銭的に未だ補助を必要と

します。 
〔対応方針〕 
十分な裏づけになる根拠のもと、

リスクを最小限にして、県民に成

果が還元される研究を進め、優れ

た成果物を示していくことで、課

題となる不足を補い、創薬を目指

していきます。 
 
 
 
 
事 
前

評

価 

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 

・発がんに関する基盤研究と

しての位置付けのみならず、

予防・診断・治療法の開発と

いう点においても重要な取

り組みであり、研究対象とす

るテーマ間の連携を意識し

ながら、精力的に取り組んで

欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同一個体からの皮膚がんのゲ

ノム解析など個々のテーマ

[現状] 
現段階では基盤研究のほうに重

点がおかれています。 
[課題] 

 予防・診断・治療法の開発へと進

めていくためにはセンター内で

の連携が必須です。 
[対応方針] 

 基礎研究に留まらずに前臨床試

験に用いるマウスモデルや実験

系を確立していくことと、施設内

での連携を進めていきます。具体

的には、マウスモデルを用いた施

設内の他の研究者との共同研究

や、臨床検体を用いた実験を行っ

ていきます。 
  
[現状] 

 研究員の交代により、多数の研究
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はそれぞれ興味深いが、少し

広げすぎの感がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・疾患モデルマウスができれ

ばがん関連遺伝子研究が

さらに発展する。 

 

が混在し、広範な領域の研究を担

っている状況です。 
[課題] 
獲得研究費との兼ね合いも考慮

する必要があり早急に研究テー

マを絞ることが難しい。 
[対応方針] 

 各年度の 5 月には主な外部研究

費獲得状況が判断できる、研究の

進捗状況を慎重に考慮しながら

焦点を絞る方向へ早急に取り組

んでいきます。 
[現状] 
何種類かの遺伝子改変マウスは

既に作製されています。 
[課題] 
マウスの解析や動物実験が不十

分のものもあり、今後行っていく

必要があります。 
[対応方針] 
作製されたマウスを用いた動物

実験を行うとともに、今後も研究

データに基づいたマウスモデル

の作製も行っていきます。 
中

間

評

価 

細胞性免疫治療と遺伝子

治療の基盤研究と臨床応

用 
 

・将来性、実現可能性を考え

て、計画的に課題を考えるこ

とを期待する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〔現状〕 
 現在の研究課題から、将来臨床応

用されるかどうかは、医薬品開発

の歴史をみるまでもなく、多くの

困難を乗り越える必要があり、こ

れには多くの時間を要します。 
〔対応方針〕 

 現在の課題の中で、臨床試験実施

に最も近いものをまず選択し、そ

の実施について計画を推進して

いきます。 
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・臨床に向けての道すじを明

らかにすべき。アデノウィル

スについては大きいところ

での戦略を示してほしい。 

 

〔現状〕 
アデノウイルス製剤の開発は単

独の研究室として可能なもので

はないため、外部との共同研究を

実施して、臨床応用への道を模索

しています。 
〔対応方針〕 

 まず基礎研究、非臨床試験＊にお

いて研究を積み重ねる必要があ

り、現在はこれを中心として研究

を行っています。臨床開発への道

すじ、戦略はむしろ明確である

が、臨床試験に至っていないとい

うのが現実であり、その実施に向

けての一層の努力を行っていき

ます。 
中

間

評

価 

細胞増殖・細胞死制御の

分子機構解析とその幹細

胞研究への展開による臨

床応用 

・がんの難治化・再発に関与

するがん幹細胞研究の優れ

た知見を統合して、治療シス

テム開発の基盤となる成果

につなげて欲しい。 

[現状] 
BMI1,CD133 など治療システム

開発の基盤となる研究課題が成

果を挙げつつあります。 
[課題] 
新薬開発に繋がるシステムは構

築中です。 
[対応方針] 
神経芽腫を主体にがん幹細胞研

究を推進し、難治性腫瘍の新規治

療法開発を目指して新薬開発ス

クリーニング系を構築していき

ます。 
中

間

評

価 

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 

・医療レベルの評価がコホー

ト研究における県レベルの

貢献に関しては、さらに検討

が必要か。 

〔現状〕 
印西、柏、我孫子地区でのコホー

トを継続し、県レベルでの健康増

進に尽力しています。 
 〔対応方針〕 
地域がん診療拠点病院を含む県

内のがん診療施設と事業主体の
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健康福祉部と連携して千葉県の

地域がん登録・予後情報調査に加

え、コホート研究を含めた研究成

果の一層の活用を目指します。 
中

間

評

価 

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 

・出口を明確にした上で計画

を整理する必要がある。 

・遺伝子検査のほとんどは臨

床検査部の仕事ではないか。 

 

〔現状〕 
 課題の進め方は、各研究室が中心

に独自に進めている。診断に関し

ては、既知の診断マーカーで外注

先がない分子マーカーや、当院で

確立した新規の分子マーカーな

どだけでなく、外注が可能なもの

も、センター内で診断法を確立し

取り組んでいます。 
 〔課題〕 
 病院業務とのすみ分けが必要、課

題の進め方の道筋をより明確に

する必要があります。 
 〔対応方針〕 
課題の進め方については、最先端

の研究開発状況を把握し、研究局

全体で話し合う場を持ち、さらに

外部意見を取り入れながら明確

化します。また、診断に関しては

外注でも安定して迅速に結果が

得られるものは、外注として病院

業務に組み込み、外注先がない分

子マーカーや、当院で確立した新

規の分子マーカーなどに業務を

絞り込むことでさらに臨床への

橋渡し研究として発展させます。

病理学的には診断がつかない症

例、原発不明がん、院内で進行中

の臨床試験の付随研究などにつ

いては、新たな分子レベルでのが

んの診断法を開発し、知見を見出

して行く方針です。 
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中

間

評

価 

がん組織由来新規がん関

連遺伝子の機能解析とそ

のゲノム創薬への展開 

・橋渡しの部分と前臨床部分

を強化する必要性がある。 

 

〔現状〕 
 一部、前臨床試験へ持っていける

ものが出て来ているので、連携で

きる製薬企業を探す段階に来て

います。 
 〔課題〕臨床への橋渡しや治療法

の開発の強化が必要です。 
〔対応方針〕 
臨床総合研究センターを組織し、

臨床医や医療従事者と研究者が

協働して研究を進める場を設け

ました。 
さらに、治療薬剤などの臨床試験

を行うことが出来る施設として

臨床とともに改革を進めており、

橋渡しや治療法の開発の強化が

計られるよう対応していきます。 
中

間

評

価 

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 

・研究目的をより明確にし、

どこまでを明らかにしよう

としているのかを明確にし

てほしい。 

 ［現状］ 
抗癌剤に応答した p53＊の機能

制御に関与する複数の蛋白質の

同定に成功しています。 
［課題］ 
抗癌剤耐性を克服するためのよ

り明確で具体的な戦略の構築、お

よび研究対象とするがんの絞り

込みが必要です。 
［対応方針］ 
p53 経路の制御機構の解析に加

えて、悪性の癌が獲得する抗癌剤

耐性という生物学的な性質の主

たる原因の一つである変異型 p
53 に焦点をあてて、そのコンフ

ォメーションシフトを誘導する

機能を有する蛋白質の探索研究

を実施します。さらに、抗癌剤の

効果が限定的で予後不良の経過
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をたどるがん（たとえば膵臓癌な

ど）に焦点を絞った新規制・実現

性の高い研究を展開していきま

す。 
中

間

評

価 

がんのゲノム異常および

遺伝子発現の網羅的解析

とその臨床応用 
 

・研究の進展は順調である。

サイエンスのレベルが高く、

臨床的有用性も極めて高い。 

・着実に成果をあげており、

今後の展開が大いに期待さ

れると思います。 

・神経芽腫スタディグループ

による臨床研究の患者層別

化に役立てて欲しい。 

［現状］ 

新規診断法の開発に成功すると

ともに、臨床研究に付随した診断

マーカーを同定し、さらに研究を

進めています。 

［対応方針］ 

臨床研究に付随した診断マーカ

ー確立のための研究を継続する

とともに、マイクロ RNA 解析※や

次世代シーケンス技術の導入な

ど、新規手法を取り入れることに

より、難治性サブタイプ※がんに

特異的な遺伝子異常の検索を進

めていきます。 
事

後

評

価 

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 

・本研究で得られた実験動物

モデルによる成果が他の研

究課題へと発展しており、確

実に成果が波及している。 

[現状]  
本課題で作製されたマウスが他

課題に提供されています。 
[課題] 
マウスの作製、提供は行われたが

それ以上の研究における連携が

必要です。 
[対応方針] 
他課題との連携を進めると同時

に、今後さらに作製されたマウス

を用いた研究を我々自身も発展

させていきたいと考えます。 
＊p53：分子量 53 キロダルトンの蛋白質であり、代表的ながん抑制蛋白質であると考

えられている。 
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２ 課題評価結果対応方針 
（１）事前評価 

＜課題評価結果対応票＞ 
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（11 月）～平成２７年度 
評価項目 指摘事項  対応方針 

１研究の必要

性や重要性 
 

①創薬への展開で知財の確保

ができれば、ベンチャー＊創薬

企業の展開が期待できる。 
 

 ①〔現状〕 
 特許第 4873510 として 2011 年 12 月に

「標的遺伝子特異的ヒストン＊修飾制御

剤」が、登録されました。 
〔対応方針〕 
今後企業等とも展開していきたいと思い

ます。 
２研究計画の

妥当性 
 

②創薬に向けた展開にはより

大きな資金が必要である。 
 ②〔現状〕 
文部科学省、科学技術振興機構及び民間

財団の補助が得られ創薬研究を行ってい

ます。 
〔課題〕 
創薬研究は多大な研究費が必要です。 
〔対応方針〕 

 資金面では、厚生労働省を中心に省庁へ

の申請を含め、企業との共同研究も進め、

外部資金を確保していきます。 
総合評価 ③ハイリスク、ハイリターンで

あるが、研究を実施する十分な

裏付けがある。 
 ④新しい発想の創薬研究で、大

いに期待される。 

③ 〔現状〕 
外部資金を取得し、企業との共同研究も

行い、新たな創薬研究を進めています。 
〔課題〕 
創薬を志す研究であり、人的、物質的、

金銭的に未だ補助を必要とします。 
〔対応方針〕 
十分な裏づけになる根拠のもと、リスク

を最小限にして、県民に成果が還元され

る研究を進め、優れた成果物を示してい

くことで、課題となる不足を補い、創薬

を目指していきます。 
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＊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。 
＊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

る役目もするタンパク質です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

２ 課題評価結果対応方針 
（１）事前評価 

＜課題評価結果対応票＞ 
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 平成２３年（４月）～平成２７年度 
評価項目 指摘事項  対応方針 

１．研究の必

要性や重要性 
 
 

 ①マウスモデル＊を用いた個

体レベルの研究は、in vivo＊に

おける分子間ネットワーク＊

の解明のみならず、治療薬・予

防薬の評価系としても重要な

研究分野として位置付けられ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ②神経芽腫＊の発生進展に関

与する遺伝子が多数同定され

ているが、どのような機構で発

がんに至るのかを示すのに必

須な研究である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

① [現状] 
マウスモデル、もしくはマウス実験系を

治療薬・予防薬の評価等の前臨床試験に

用いることを念頭におき、臨床検体の移

植や In vivo 発がん実験が行えるように

施設も整備されています。 
[課題] 
分子機構や分子間ネットワークの解明は

重要な課題であるがそれに留まらないよ

うに注意を払う必要があります。 
[対応方針] 
基礎研究に留まらずに、確立したマウス

モデル、もしくはマウス実験系を治療

薬・予防薬の評価等の前臨床試験に用い

ることを念頭において今後も研究を進め

ていきます。 
② [現状] 
いくつかの遺伝子についてはその改変マ

ウスが作製されています。 
[課題] 
マウスは作製されており、準備は整って

いるがこれらの解析や、これらを用いた

実験を今後行う必要があります。 
[対応方針] 
作製されたマウスを用いて神経芽腫モデ

ルマウスとの交配実験や、他の発がん刺

激を与えるなどの動物実験を進めていき

ます。 
 



10 
 

 ③験動物モデルによる他の研

究課題と連携した研究は、ヒト

への臨床応用に必須の研究で

あり、必要性が高い。 
 
 
 
 
 

 ④ヒトへの臨床応用が遅れる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⑤発がんの分子機構の理解に

基づいた、効果的ながん予防の

ためのバイオマーカー＊の開

発や、がん予防技術の開発は、

県医療行政の観点からも重点

的に推進すべき課題の一つと

考える。 
 
 
 
 
 
 

③ [現状] 
他の研究課題との連携は現在、進めてい

るところです。 
[課題] 
ヒトへの臨床応用には他の研究課題との

連携が必須です。 
[対応方針] 
他の研究課題との連携は今後、必須であ

り、積極的に推し進めていきます。 
④ [現状] 
今年度スタートした課題であり、まだ、

ヒトへの臨床応用には至っていないが、

それを目指して研究を進めていきたいと

考えています。 
[課題] 
マウスを用いた実験は往々にして時間が

かかり、ヒトへの臨床応用に到達するま

でに時間がかかるが、この研究、前臨床

試験を行わないと臨床応用が遅れます。 
[対応方針] 
マウスに留まらぬようにヒトへの臨床応

用を絶えず念頭に置き速やかに研究を進

めていきます。 
⑤ [現状] 
バイオマーカー探索や予防医学的応用へ

とつながる研究として発がん抵抗性遺伝

子座の探索の研究を行っています。 
[課題] 
分子機構を理解するまでに長い時間を要

します。 
[対応方針] 
分子機構の理解に留まらぬように予防医

学的観点からの応用も念頭に置いて速や

かに研究を進めていきます。 
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 ⑥県が行うべき課題を支える研

究分野として同一施設内で行

うことの意義は大きい。 
 
 
 

 ⑥[現状] 
他課題や臨床部門との連携は現在構築中

で、未だ同一施設内で研究を行うことの

メリットを生かしきれていない現状で

す。 
[課題] 
施設内の連携を行うことが必須です。 
[対応方針] 
施設内での共同研究を推し進めて同一施

設内で行えるメリットを活かしていきま

す。 
２．研究計画

の妥当性 
⑦研究内容は妥当であるが、長

期の実験期間を必要とする研

究であり、長期の補助が得られ

れば大きな成果につながる可

能性が高い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⑧研究資源は確保されている

が、小児がん分野へ集中させる

ことが肝要である。 
 
 
 

 ⑦[現状] 
 現在、獲得している研究資金は比較的短

期、小型のものが多い。また、動物飼育

員は 3 名いるものの研究員は博士研究員

（ポスドク）が 1 名しかおらず、人的補

助も必要です。 
[課題] 

 長期に渡る大型資金を獲得することは容

易でなく、また人的補助についても職員

の総定員が限られていることからこれも

容易ではありません。 
[対応方針] 

 個人で大型資金を獲得するのは特に困難

であるが、グループでの申請等に参加で

きるように活動していきます。また人的

な支援等についても今後、引き続き訴え

ていきたいと考えます。ひとつひとつ業

績を積み重ねていくことが現段階では肝

要です。 
 ⑧[現状] 
 研究員の交代により、多数の研究が混在

し、広範な領域の研究を担っている状況

です。 
[課題] 
獲得している研究費との兼ね合いで早急
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に研究テーマを絞り込んでいくことが難

しい。 
[対応方針] 
今後、研究の進捗状況等を考慮しながら

少しずつ焦点を絞ることを考えていきま

す。 
３．研究成果

の波及効果

及び発展性 

⑨他の研究課題との密接な連

携のもと研究成果は広く世界

の研究者に波及し、臨床応用の

可能性につながればさらに産

業面への発展も期待される。 
 
 

 ⑨[現状] 
 他の研究課題との連携は現在構築中で

す。 
 [対応方針] 

 センター内の研究者、臨床医と積極的に

コミュニケーションをとり、 他の研究

課題との連携や共同研究は今後、積極的

に進めていきます。 

総合評価 
 
 

 ・発がんに関する基盤研究とし

ての位置付けのみならず、予

防・診断・治療法の開発という

点においても重要な取り組み

であり、研究対象とするテーマ

間の連携を意識しながら、精力

的に取り組んで欲しい。 
 
 
 
 
 
 
 

・[現状] 
現段階では基盤研究のほうに重点がおか

れています。 
[課題] 

 予防・診断・治療法の開発へと進めてい

くためにはセンター内での連携が必須で

す。 
[対応方針] 

 基礎研究に留まらずに前臨床試験に用い

るマウスモデルや実験系を確立していく

ことと、施設内での連携を進めていきま

す。具体的には、マウスモデルを用いた

施設内の他の研究者との共同研究や、臨

床検体を用いた実験を行っていきます。 
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・同一個体からの皮膚がんのゲ

ノム＊解析など、個々のテーマ

はそれぞれ興味深いが、少し広

げすぎの感がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・疾患モデルマウスができれ

ば、がん関連遺伝子研究がさら

に発展する。 
 

  
・[現状] 
研究員の交代により、多数の研究が混在

し、広範な領域の研究を担っている状況

です。 
[課題] 
獲得研究費との兼ね合いも考慮する必要

があり早急に研究テーマを絞ることが難

しい。 
[対応方針] 

 各年度の 5 月には主な外部研究費獲得状

況が判断できる、研究の進捗状況を慎重

に考慮しながら焦点を絞る方向へ早急に

取り組んでいきます。 
・[現状] 
何種類かの遺伝子改変マウスは既に作製

されています。 
[課題] 
マウスの解析や動物実験が不十分のもの

もあり、今後行っていく必要があります。 
[対応方針] 
作製されたマウスを用いた動物実験を行

うとともに、今後も研究データに基づい

たマウスモデルの作製も行っていきま

す。 
＊In vivo：（試験管内ではなく）生体内における 
＊分子間ネットワーク：生体内の分子の間には様々なレベルで（タンパクや RNA な

ど）、協調的に働くネットワークが存在することが明らかとなっている。それらを総称

する呼称。 
＊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。 
＊マウスモデル：ヒトの病気をよりヒトに近い形で再現したマウス。モデルマウス、

疾患モデルマウスとも呼ぶ。 
＊バイオマーカー：ある特定の病気に罹患している場合に数値が上昇、もしくは減少

し、その病気の指標となる分子のことを呼ぶ。 



14 
 

＊ゲノム（genome）：遺伝子（gene）と染色体（chromosome）を合わせた造語。遺

伝情報をコードする分子としての DNA を指し示す場合によく用いられる。 
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２ 課題評価結果対応方針 

（１）中間評価 
＜課題評価結果対応票＞ 

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 
評価項目 指摘事項  対応方針 

 ２．研究計画の

妥当性及び達

成の可能性 
 

 ①現在の研究計画を続けても

ブレークスルーとなる発見が

ないと臨床応用は困難。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ②現在の幅広い研究課題を対

象とするには資源の不足は明

らかである。 

 ①〔現状〕 
 共同研究ではあるが、厚生労働省治験中

核病院である千葉大学と連携して臨床応

用を進めています。 
 〔課題〕 
 基礎研究から直接的に臨床応用に進むの

は難しく、その過程には多くのステップ

を突破する必要があります。 
そのなかでも臨床試験の実施は難題で

す。 
〔対応方針〕 
現在、千葉大学で臨床試験の実施を申請

中であり、臨床試験での治療効果が得ら

れるよう努力します。 
② 〔現状〕 
千葉大学大学院生や海外からの留学生が

研究に参加し研究員の不足を補っていま

す。また外部資金により研究費を補い、

外部との共同研究で資源不足に対応して

います。 
 〔課題〕 
幅広い研究課題を対象とするには資源が

不足しています。 
〔対応方針〕 
今後研究課題の中から有望なものを選択

し集中した研究を行い資源不足に対応

し、成果を出していきたいと思います。 
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3. 研究成果の

波及効果及び

発展性 

 ③将来の発展性をふまえて課

題の見直しが必要か。 
 

 ③〔現状〕 
研究の進捗に関しては不確実性が高く、

そのため課題の方向性の修正は常に行う

ようにしています。すべての研究課題が

必ずしも成果を上げることができるわけ

ではなく、研究人員も限られているため、

複数の研究課題の中から、研究結果によ

り課題の選択と集中に留意しています。 
 〔課題〕 
将来の発展性をふまえて課題の見直しが

必要です。 
〔対応方針〕 
がん治療は単一の手法によるものではな

く、集学的方法が必要であるため、一定

の枠内ではあるが複数の課題について研

究を実施し、それに対応して今後の方向

性を見極め、課題の見直しも検討してい

きます。 
総合評価 
 
 

 ・将来性、実現可能性を考えて、

計画的に課題を考えることを

期待する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・臨床に向けての道すじを明ら

かにすべき。アデノウィルス＊

については大きいところでの

戦略を示してほしい。 
 

 

 〔現状〕 
 現在の研究課題から、将来臨床応用され

るかどうかは、医薬品開発の歴史をみる

までもなく、多くの困難を乗り越える必

要があり、これには多くの時間を要しま

す。 
〔対応方針〕 

 現在の課題の中で、臨床試験実施に最も

近いものをまず選択し、その実施につい

て計画を推進していきます。 
  
〔現状〕 
アデノウイルス製剤の開発は単独の研究

室として可能なものではないため、外部

との共同研究を実施して、臨床応用への

道を模索しています。 
〔対応方針〕 

 まず基礎研究、非臨床試験＊において研
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究を積み重ねる必要があり、現在はこれ

を中心として研究を行っています。臨床

開発への道すじ、戦略はむしろ明確であ

るが、臨床試験に至っていないというの

が現実であり、その実施に向けての一層

の努力を行っていきます。 
＊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、時に結膜炎、膀胱炎を起こすことがある。ここでは遺伝子の運び屋としての

意味で使用されている。 
＊非臨床試験：ヒトを対象とした臨床試験を実施する以前に、これに必要な全ての条

件を満たすための試験の総称。たとえば、培養細胞・動物等を用いて研究対象となっ

ている薬剤の効果とその投与経路の検討、当該薬剤による毒性をはじめとする安全性

の検討、その製剤の製造過程で不都合な物質が混入していないことを確認する試験等

など、さまざまな試験がこれに含まれる。 
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２ 課題評価結果対応方針 
（１）中間評価 

＜課題評価結果対応票＞ 
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 年度～H24 年度 
評価項目 指摘事項  対応方針 

1.研究の必要

性や重要性 
 

① BMI１＊、ｐ５３をＮＢ

（神経芽腫）に絞って解

析を進めるべき。 
 

① [現状] 
神経芽腫以外に成人腫瘍も対象とし

ています。 
[課題] 
センター内の臨床各科との共同研究

は必要であると考えられます。 
[対応] 

 神経芽腫における研究を中心に行い、

さらに成人腫瘍としては、対象がん種

を神経系腫瘍（脳腫瘍）にシフトして

いく。センター内の共同研究について

は該当科と相談の上推進していきま

す。 
2．研究計画の

妥当性及び達

成の可能性 
 

 ②資金の獲得に関しては一層

の努力が必要である。 
② [現状] 
現在は厚労省、文科省、民間研究費の

助成を受けています。 
[課題] 
他の省庁からの助成は未だにありま

せん。 
[対応] 

 厚労省、文科省のみならず、公的助成

への申請を幅広く行います。 
総合評価 
 
 

 ・がんの難治化・再発に関与

するがん幹細胞＊研究の優れ

た知見を統合して、治療シス

テム開発の基盤となる成果に

つなげて欲しい。 

[現状] 
BMI1,CD133＊など治療システム開

発の基盤となる研究課題が成果を挙

げつつあります。 
[課題] 
新薬開発に繋がるシステムは構築中
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です。 
[対応] 

 神経芽腫を主体にがん幹細胞研究を

推進し、難治性腫瘍の新規治療法開発

を目指して新薬開発スクリーニング

系を構築していきます。 
＊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 
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２ 課題評価結果対応方針 
（１）中間評価 

＜課題評価結果対応票＞ 
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 
評価項目 指摘事項  対応方針 

1. 研 究 の 必

要 性 や 重

要性 
 

 ①施策、計画立案側へのフィ

ードバックを積極的に行う必

要がある。 
 

 ①〔現状〕 
 がん登録資料及びがん生存率を共

有・公表し、施策、計画立案側への

フィードバックを行っています。 
 〔対応方針〕 
 平成24年度は千葉県のがん対策基本

計画の見直しの年に当たり、がん登

録資料が計画の数値目標や評価資料

として活用できるよう積極的に提供

していきます。 
２．研究計画

の妥当性及び

達成の可能性 
 

 ②今後の継続的で安定した資

金の獲得を図るべきである。 
②〔現状〕 
地域がん登録関連予算として県予算

と地域がん登録研究班予算を、院内

がん登録関連予算として全国がん

（成人病）センター協議会研究班予

算を充てています。 
〔対応方針〕 
予算を分散確保し、研究関連の予算

は競争的研究費ではなく、基盤整備

的性格の研究費を確保することで安

定的な資金とします。 
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3. 研究成果の

波及効果及

び発展性 

 ③公開と県内各施設がこれを

使いやすい形にすることを一

層努力してほしい。 
 ④千葉県の拠点病院へのデー

タ提供は高く評価できる。 

③④〔現状〕 
 地域がん登録と院内がん登録を連携

し、がん登録情報を公開しています。 
 〔課題〕 
 公開情報を使いやすい形にする一層

の努力が必要です。 
 〔対応方針〕 
 千葉県がん登録の予後情報、ならび

に全国がん（成人病）センター協議

会の診療の質情報の提供の場として

拠点病院の連絡協議会の院内がん登

録部会を活用していくことでより使

いやすい情報を提供していきます。 
4.その他 ⑤首都圏がん登録の推進協力

を入れて欲しい。 
 ⑤〔現状〕 
 23 年末に健康福祉部が事務局となっ

て広域がん登録の連絡会議を開催し

たところである。また東京都以外で

は地域がん登録が開始されました。 
 〔対応方針〕 
 首都圏がん登録の推進のため、広域

がん登録の連絡会議を定期的に開催

し、積極的に取り組んでいきます。 
総合評価 
 
 

 ・医療レベルの評価がコホー

ト研究における県レベルの貢

献に関しては、さらに検討が

必要か。 

〔現状〕 
印西、柏、我孫子地区でのコホート

を継続し、県レベルでの健康増進に

尽力しています。 
 〔対応方針〕 
 地域がん診療拠点病院を含む県内の

がん診療施設と事業主体の健康福祉

部と連携して千葉県の地域がん登

録・予後情報調査に加え、コホート

研究を含めた研究成果の一層の活用

を目指します。 
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２ 課題評価結果対応方針 

（１）中間評価 
＜課題評価結果対応票＞ 

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 
評価項目 指摘事項  対応方針 

1.研究の必要

性や重要性 
 

 ①特にゲノムコホート＊に関

しては、県としての必要性を

明確にして欲しい。 
 

 ①〔現状〕 
 市原市および疫学研究部が他の県内

地域で前向き調査を行い、徐々に参加

者数と地域を広げ県民に必要性を説

明し、賛同を得ています。 
 〔対応方針〕 
 平成 24年内に研究局全体として総計

一万人のコホート参加者を獲得し、さ

らに広く県民からの理解を得、参加者

が拡大し、県にも必要性を認知される

よう部会等で訴えていきます。 
  ②各々のデータの患者への還

元の意味を明らかにして欲し

い。 
 

 ②〔現状〕 
 遺伝子診断のデータは、患者さんの診

断・治療方針決定のために診療現場へ

還元しています。また、研究として解

析している項目に関しても、一部はす

でに高度先進医療として申請中で、患

者に検査結果が還元され治療法の選

択等に役立っています。 
 〔対応方針〕 
 平成 24年度までに１件の高度先進医

療への申請取得を行い、さらに遺伝子

診断で得られたデータなどが患者に

還元されていくよう努力します。 
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  ③千葉県のがん患者が有効な

がん治療を受けるために必要

な研究であるが、その意義の

検討が不足している。 

 ③〔現状〕 
 遺伝子診断により、患者個々の体質の

差や治療に対する効果や副作用の差

を見極める検査を研究レベルから実

際の患者に適応する臨床レベルに広

げています。 
 〔対応方針〕 
 高度先進診断研究の実践に集中し、よ

り県民個々の体質の差や治療に対す

る効果や副作用の差を見極めて診療

を実践できる高度医療をさらに開発

します。この開発研究の意義を、前述

のごとく高度先進医療として時間差

なく県民に還元できることで説明し

対応します。 
総合評価 
 
 

 ・研究目標と成果について、

どのような展開が可能かにつ

いて、一部整理する必要があ

るのではないか。病院（臨床）

業務の一部として組み込むこ

とも一案と考える。 
 ・3 課題をそれぞれどのよう

に進めるのか、その道筋をよ

り明確にする必要がある。 
 

〔現状〕 
 課題の進め方は、各研究室が中心に独

自に進めている。診断に関しては、既

知の診断マーカー＊で外注先がない

分子マーカーや、当院で確立した新規

の分子マーカー＊などだけでなく、外

注が可能なものも、センター内で診断

法を確立し取り組んでいます。 
 〔課題〕 
 病院業務とのすみ分けが必要、課題の

進め方の道筋をより明確にする必要

があります。 
 〔対応方針〕 
 課題の進め方については、最先端の研

究開発状況を把握し、研究局全体で話

し合う場を持ち、さらに外部意見を取

り入れながら明確化します。また、診

断に関しては外注でも安定して迅速

に結果が得られるものは、外注として

病院業務に組み込み、外注先がない分

子マーカーや、当院で確立した新規の
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分子マーカーなどに業務を絞り込む

ことでさらに臨床への橋渡し研究と

して発展させます。病理学的には診断

がつかない症例、原発不明がん、院内

で進行中の臨床試験の付随研究など

については、新たな分子レベルでのが

んの診断法を開発し、知見を見出して

行く方針です。 
 
＊ゲノムコホート：調査対象の個人個人の遺伝子の情報を検査したうえで、調査対象

の個人を長い間、追跡調査を行い、例えば病気がんにどのようなヒトがかかるの

かを調べていくいわゆる前向きの調査です。 
＊診断マーカー：がんなどの病気を診断するための指標となる生体物質です。例えば

病院で採血して、がんの検査を行うときに使用されます。 
分子マーカー：診断マーカーの中で遺伝子などの小さな分子を病気の診断のために使

用するときに使用します。 
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２ 課題評価結果対応方針 
（１）中間評価 

＜課題評価結果対応票＞ 
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 
評価項目 指摘事項  対応方針 

１．研究の必

要性や重要性 
 

①そうした（国内外の神経芽

腫患者への）貢献に関して、

情報を広く伝えるべきである 
 

① 〔現状〕 
千葉県がんセンターの広報誌やホー

ムページを介して、広報に務め、国

内外の研究会、学会において積極的

に発表しています。 
〔課題〕 
広く県民に広報されていない。 
〔対応方針〕 
県民の目に振れやすい広報誌や新

聞、インターネットなどの広報手段

を活用できるようさらに努力しま

す。 
総合評価 
 
 

 ・橋渡しの部分と前臨床部分

を強化する必要性がある。 
 

〔現状〕 
 一部、前臨床試験へ持っていけるも

のが出て来ているので、連携できる

製薬企業を探す段階に来ています。 
 〔課題〕臨床への橋渡しや治療法の

開発の強化が必要です。 
〔対応方針〕 
臨床総合研究センターを組織し、臨

床医や医療従事者と研究者が協働し

て研究を進める場を設けました。 
さらに、治療薬剤などの臨床試験を

行うことが出来る施設として臨床と

ともに改革を進めており、橋渡しや

治療法の開発の強化が計られるよう

対応していきます。 
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２ 課題評価結果対応方針 
（１）中間評価 

＜課題評価結果対応票＞ 
研究課題名 DNA 損傷修復と制癌剤耐性獲得機構の分子生物学的研究およびそ

の臨床応用 
研究期間 平成１０年度～平成２３年度 
評価項目 指摘事項  対応方針 

2. 研 究 の 必

要 性 や 重

要性 
 

①病院との連携をどのように

展開するかが問題。 
 

 ①［現状］ 
早期発見が困難であり、しかも予後

不良の経過をたどる難治性のがん、

たとえば膵臓癌などの早期発見およ

び治療効果の向上を目的とした研究

により連携を図っています。 
［対応方針］ 
平成23年に臨床研究総合センターが

設立され、臨床と研究の連携が密に

行われるようになっています。この

センターに参加し、早期発見が困難

であり、なおかつ抗癌剤が効きにく

く治りにくいがんに焦点を絞り込

み、当センターバイオバンクに保存

されている臨床材料を用いた研究を

展開し、不幸な転機に苦しむ県民に

希望を与える研究を病院と連携して

進め、早期発見や治療に役立つ研究

を行っていきます。 
  ②日本における p53＊関連遺

伝子研究グループとの連携を

強化し、p53 研究の日本の強

みと役割分担を明確にして、

戦略的に推進する必要がある

のではないか。 
 

 ②［現状］ 
 既に千葉県がんセンターが主体とな

って、国内の p53 研究者との連携を

目的とした「p53 ファミリー研究会」

を立ち上げています。 
 ［課題］ 
 千葉県のみならず国内の p53 研究を

さらに活性化させるとともに、海外

の研究者との意見交換を積極的に行
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なう必要があります。 
 ［対応方針］ 
 ２０１３年に予定しているｐ５３フ

ァミリーであるｐ６３、ｐ７３国際

学会の千葉での主催を機にさらに横

の連携を構築し，この研究分野でも

最先端の研究を千葉から世界に発信

していきたいと思います。 
２．研究計画

の妥当性及び

達成の可能性 
 

 ③p53 に関しては古くて新し

い考え方であるが、未だ先の

長い課題である。 
 
 

 

 ③［現状］ 
 50% を越えるがん組織において、

p53 の機能喪失を伴う変異が検出さ

れていることからも、がんの発生や

進展の仕組みの解明における  p53 
研究の重要性は明白であり、同研究

に研鑽しています。 
 ［課題］ 
 国内外の多くの研究者が p53 研究に

取り組み、その結果として得られた

成果の蓄積には膨大なものがある

が、臨床応用に直結する研究は相対

的に遅れています。 
 ［対応方針］ 
 がんの発生や進展における p53 の役

割を解明するという基礎研究に加え

て、臨床応用への観点から変異型 p53
の機能抑制、あるいは正常型機能へ

の回復、という新たな視点からの研

究について研究補助が平成23年度に

得られており、臨床応用を推進して

いきます。 
  

総合評価 
 
 

 ・研究目的をより明確にし、

どこまでを明らかにしようと

しているのかを明確にしてほ

しい。 
  

 ［現状］ 
抗癌剤に応答した p53 の機能制御に

関与する複数の蛋白質の同定に成功

しています。 
［課題］ 
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  抗癌剤耐性を克服するためのより明

確で具体的な戦略の構築、および研

究対象とするがんの絞り込みが必要

です。 
［対応方針］ 

 p53 経路の制御機構の解析に加え

て、悪性の癌が獲得する抗癌剤耐性

という生物学的な性質の主たる原因

の一つである変異型 p53 に焦点を

あてて、そのコンフォメーションシ

フト＊を誘導する機能を有する蛋白

質の探索研究を実施します。さらに、

抗癌剤の効果が限定的で予後不良の

経過をたどるがん（たとえば膵臓癌

など）に焦点を絞った新規性・実現

性の高い研究を展開していきます。 
 
 
＊p53：分子量 53 キロダルトンの蛋白質であり、代表的ながん抑制蛋白質であると考

えられている。 
＊変異型 p53：DNA 結合領域にアミノ酸置換を伴う変異を持つ p53 蛋白質のこと

をいう。この変異型 p53 は、造腫瘍能を獲得している。 
＊コンフォメーションシフト：当該研究においては、変異型 p53 蛋白質が示す立体

構造を、野生型 p53 蛋白質のそれに巻き戻すことをいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

２ 課題評価結果対応方針 
（１）中間評価 

＜課題評価結果対応票＞ 
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～２７年度 
評価項目 指摘事項  対応方針 

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 
 

【指摘事項】 
①次世代・第 3 世代のシーク

エンス技術※を今後どのよう

に取り組んでいくのかも重

要。 
 

 
① ［現状］ 

当研究所には次世代・第３世代シーケ

ンサーは設置されておらず、現在第１

世代型のキャピラリーシークエンサ

ー※１台が稼働しているのみであり、

次世代・第 3 世代のシークエンスに

ついては現在、外注で対応していま

す。 
［課題］ 

次世代シークエンス技術＊は、がん研

究の領域においても急速に普及しつ

つあり、特に米国から新たな治療標的

薬の適用につながる遺伝子の変異が

複数報告されている。日本もその潮流

から取り残されることのないよう、技

術を維持する必要があるとともに、そ

れらの報告されたデータの検証や日

本人に頻度の高いがんでの新たな遺

伝子の解析が急務となっています。 

［対応方針］ 

大型の外部資金の取得に成功してお

り、次世代シークエンス技術を取り入

れ、全エクソンシークエンス※や RNA

シークエンス※を開始しています。こ

れまでに蓄積した網羅的遺伝子発現

データを組み合わせることで、新たな

治療標的の候補となる難治性がん関

連遺伝子の探索を進めます。 

 既に開発済みのゲノムパターンに

基づくがんのリスクグループ毎に詳

細な解析を重ねることで、より具体的

で臨床に還元可能ながんの診断マー

カーの同定※や治療標的候補遺伝子

の同定につなげていきます。 
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総合評価 
 
 

・着実に成果をあげており、

今後の展開が大いに期待され

ると思います。 
・研究の進展は順調である。

サイエンスのレベルが高く、

臨床的有用性も極めて高い。 
・神経芽腫スタディグループ

※による臨床研究の患者層別

化に役立てて欲しい。 

［現状］ 

新規診断法の開発に成功するととも

に、臨床研究に付随した診断マーカー

を同定し、さらに研究を進めていま

す。  

［対応方針］ 

臨床研究に付随した診断マーカー確

立のための研究を継続するとともに、

マイクロ RNA 解析※や次世代シーケ

ンス技術の導入など、新規手法を取り

入れることにより、難治性サブタイプ

※がんに特異的な遺伝子異常の検索

を進めていきます。 
 
※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 

※次世代シークエンス：遺伝子の本体である DNA（塩基）の並びを一度に大量に決定

できる次世代シークエンサーを用いた解析法。第２世代シークエンスともいう。こ

の方法により、がんで異常が起こった遺伝子が大量に見つけられる。 

※第 3 世代のシークエンス技術：上記次世代シークエンスよりさらに進化した次々世

代のシークエンスのことで、DNA を増やしてから反応させる次世代（第２世代）シ

ークエンスと異なり、DNA１分子に対してより高速に長く並びを決定できる。 

※第１世代シークエンス：遺伝子の本体である DNA（塩基）の並びを一度に大量に決

定できる次世代シークエンサーを用いた解析法。第２世代シークエンスともいう。

この方法により、がんで異常が起こった遺伝子が大量に見つけられる。 

※全エクソンシークエンス：エクソンとはゲノム DNA のうち、タンパク質のもとにな

る遺伝子の一部分のこと。ゲノムのほとんど全てのエクソン部分を次世代シークエ

ンサーで読み取ることを全エクソンシークエンス解析という。 

※RNA シークエンス：遺伝子産物のもととなる RNA を次世代シークエンサーで読み取

ること。ゲノムの中で主にタンパク質になる部分の異常を見つけることができる。 

※同定：検索し見つけること。 

※マイクロ RNA／mi（マイクロ）RNA：細胞内に存在する短い RNA のこと。様々な遺伝

子の働きを調節することにより発がんやがんの進展に重要な働きをしていることが

判ってきた。 

※スタディグループ：複数の臨床施設あるいは研究者が協力して臨床研究を行うグル

ープのこと。 

※難治性サブタイプ：治療が効きにくいタイプのこと。 
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２ 課題評価結果対応方針 
（１）事後評価 

＜課題評価結果対応票＞ 
研究課題名 発がんとがんの進展に関わる個体発生関連遺伝子の同定および遺伝子改変

マウスを用いた機能解析 
研究期間 H18 年度～H22 年度 

評価項目 指摘事項 （所見） 対応方針 
1. 研究計画

の妥当性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ①＊神経芽細胞腫の関連遺伝

子の動物モデルは、千葉県が

んセンターの中心的研究を支

えている。このモデルの確立

は高く評価される。 
 
 
 
 
 
 
 

 ①[現状] 
神経芽腫の解析に基づいた何種類か

のモデルマウス＊が作製されていま

す。 
[課題] 
マウスの解析や動物実験が十分に行

われていないものもあります。 
[対応方針] 
作製されたモデルマウスを今後の研

究に有効利用し、交配実験や発がん

実験を行いさらに研究を発展させて

いきます。 
２．研究目標

の達成度、

研究成果の

波及効果及

び発展性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ②神経芽腫の自然退縮等の予

後に関わる分子機構の解明

は、全く新しい治療薬開発の

可能性を期待させるものであ

る。Unc5D ノックアウトマウ

スを用いた神経芽腫発生に関

する分子基盤研究は重要と考

える。これまでに得られた成

果を基盤とした新たな展開が

期待される。 
 
 
 
 
 

 ③NEDL１＊トランスジェニ

 ②[現状] 
現在、神経芽腫モデルマウスと

Unc5D＊ノックアウトマウス＊との

交配実験を引き続き行っています。 
[課題] 
実験に十分な数のマウスを作製し、

維持するのに非常に時間がかかりま

す。 
[対応方針] 

 交配実験を引き続き行うと同時に、

他の発がん刺激を与える動物実験も

検討していきます。計画的に研究を

行うことでできるだけ早く実験動物

での確認実験ができるよう工夫して

いきます。 
③[現状]  
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ックマウスが＊ＡＬＳ＊様の

神経症状を示した研究は意外

性があり、今後の発展が期待

される。 
 
 
 
 
 
 
 

 ④本研究で得られた実験動物

モデルによる成果が他の研究

課題へと発展しており、確実

に成果が波及している。  

強い表現型がクリアに得られたマウ

スであり、2011 年に論文発表も行っ

ています。 
[課題] 
神経芽腫との関連については検討さ

れていません。 
[対応方針] 
神経芽腫モデルマウスと関連遺伝子

の改変マウスとの交配実験をすでに

行っており、さらに他の実験系も検

討します。 
④[現状]  
本課題で作製されたマウスが他課題

に提供されています。 
[課題] 
マウスの作製、提供は行われたがそ

れ以上の研究における連携が必要で

す。 
[対応方針] 

 他課題との連携を進めると同時に、

今後さらに作製されたマウスを用い

た研究を我々自身も発展させていき

たいと考えます。 
 

 
＊神経芽細胞腫（神経芽腫のこと）：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。 
＊モデルマウス：ヒトの病気をよりヒトに近い形で再現したマウス。マウスモデル、

疾患モデルマウスとも呼ぶ。 
＊ノックアウトマウス：ある遺伝子を遺伝的に改変することにより、完全に欠損させ

たマウス。 
＊Unc5D：DNA チップ解析により、神経芽腫予後良好群で発現が高く、予後不良群

では発現が抑えられていることが明らかとなった新規遺伝子。ネトリン 1 分子の受容

体であり、アポトーシスにも関与する。 
＊NEDL1：同様に DNA チップ解析により、神経芽腫予後良好群で発現が高く、予後
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不良群では発現が抑えられていることが明らかとなった新規遺伝子。生体内でタンパ

ク分解に関係するユビキチン・リガーゼの一種であることが明らかになっている。 
＊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。 
＊ALS：神経変性疾患の一種である筋委縮性側索硬化症。重篤な筋肉の委縮と筋力低

下をきたすことが知られている。 


