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全体総括に対する対応方針 
番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 

（１）中長期研究開

発戦略の策定  
試験研究機関の使命・役割については、

計画や方針を策定し明確になっている

機関と県の特徴を踏まえた設定が必要

な機関があります。 
 使命・役割を明確にするとともに、試

験研究機関としての中長期研究開発戦

略を策定することが求められます。 

〔現状〕 
千葉県がんセンター研究局の開設当時

より、「がんの実態の究明と医療技術の

研究開発」を主たる使命とし、千葉県が

ん対策推進計画の全体目標（平成 29 年

度を目標にがんによる７５歳未満年齢

調整死亡率の２０％削減）実現へ寄与す

るよう毎年、「千葉県がんセンター研究

局研究方針」を策定しています。 
 
〔対応方針〕 
 策定した研究方針に沿って、当研究局

の特徴である発がん研究と小児がん研

究を中心として、がん予防、がんの実態

把握、がん治療の分野にも的確に対応し

ていきます。 
 

（２）職員の高齢化

に伴う技術の伝承 
 
 
 

現実の問題として各機関が対応に苦慮

していますが、伝承すべき技術内容・ノ

ウハウ等、また、人事異動や退職を見越

して、事前に計画的に推し進めることが

必要です。 

〔現状〕 
定年退職等で離職される経験豊富な研

究者の研究成果、研究材料および技術

は、チームとしての研究を進めることで

後進に伝承されるよう心掛けています。 
 
〔対応方針〕 
長年にわたり蓄積された研究材料を新

しい技術で解析することで新たな研究

成果が生まれるよう計画的に研究を推

進していきます。 

（３）研究者の計画

的人材育成 
 
 
 
 
 

研究者の計画的人材育成については、各

機関で外部研修への参加等ＯＦＦＪＴ

教育は積極的に実施していますが、各機

関が将来像を描く中で、研究レベルおよ

び個々人の研究者の育成目標を設定し、

ＯＪＴ教育も含めて中長期的かつ計画

的に人材育成を図る必要があります。 

〔現状〕 
ＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴについては、積極

的な学会参加や研究局内での研究発表

会などを実施する等、最先端の研究を取

り入れ、外部資金を確保できるよう努力

しています。 
 
〔対応方針〕 
引き続き、研究者が最先端の研究を取り

入れられるよう、積極的な学会参加や研

究局内での研究発表会などを実施する。

さらに外部資金を確保できる研究者に

育つように中長期にわたり個々の人材

を育成していきます。 
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番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 
（４）研究活動にお

けるプロセスマネジ

メントの実施・定着 
 
 
 
 
 

全機関を比較すると、かなり進んでいる

機関がある一方で、遅れている機関が見

受けられます。先行している機関は「研

究開発ＱＡ体系」の整備等を図ることに

より、一層充実していくことを期待しま

す。一方、遅れている機関については、

研究者のモチベーション、人材育成、上

司とのコミュニケーション、期日管理

等、効率的研究活動の推進に向けた改善

が必要となります。 

〔現状〕 
研究成果の質的な管理は特に医薬品開

発では重要なことであり、欧米で定めら

れている GLP（試験検査の業務管理）、

GMP（医薬品等の製造品質管理基準）

について適宜教育し、研究者のモチベー

ション、人材育成にも心がけています。 
 
〔対応方針〕 
これからも、研究開発の質的な管理をよ

り徹底することで継続的に堅持してい

きます。 
 

（５）研究成果の積

極的ＰＲと成果の定

量的効果把握 
 
 
 

すべての機関で、多くの研究成果を上げ

ており県民への貢献も果たしています

が、研究成果のＰＲや実施後の効果の把

握については、一層の工夫が必要であ

り、一般消費者目線での情報発信に努力

を望みます。 

〔現状〕 
実験・調査研究による研究成果は専門家

には共有され、学術誌、学会、特許公開

等で報告し、さらに中高生へのサマース

クールや健診での調査研究時、公開講座

等で県民へアピールしています。 
 
〔課題〕 
より一層の研究成果のＰＲが必要です。 
 
〔対応方針〕 
わかりやすい小冊子等を平成 24 年度に

作成し、適宜配布することでさらに多く

の県民へ PR していきます。 
 

（６）施設の老朽化

への対処 
全機関共通の基本的重要問題であると

考えます。一部の機関では建て替えの方

向で検討していますが、大半の機関では

老朽化が激しく、また狭隘で研究に支障

を来している所も見受けられます。厳し

い財政状況であることは十分承知して

いますが、是非、あらためて取り上げ対

処する様お願いします。 

〔現状〕 
昭和 47 年の千葉県がんセンター開設と

同時に併設されており、老朽化が進み、

研究スペースは狭隘している状況です。 
  
〔対応方針〕 
平成 24 年度にがんセンター全体の中長

期的な施設整備方針等を作成すること

としており、その中でより効率的、効果

的な研究が推進できるよう研究局のあ

り方についても関係部局と協議してい

きます。 
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１．試験研究機関の使命・役割及びそれへの対応                
番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 

(1)使命・役割につい

て 
（指摘事項） 

①「がん予防」については、生活習慣、 

環境、遺伝等、がん発生の要因につい

て、医学的、統計上等の裏付けととも

に、県民が理解でき、予防への意識高

揚に結び付くよう、より一層、わかり

やすく情報を発信すること。 

〔現状〕 
「がん予防」の意識高揚については、市

原市で大規模な健康調査と将来どのよ

うな病気になるかという 30 年先まで継

続して調査を続ける前向き調査を、健診

時に行っています。また、公開講座や予

防展、ＷＥＢ上への実態調査結果の公表

等の情報発信を行っています。 
 
〔課題〕 
がん予防への関心を高め、意識高揚を意

識した情報発信の工夫が必要です。 
 
〔対応方針〕 
平成２４年度に、小冊子を作成するなど

一層わかりやすい情報発信を行ってい

きます。 
 

②がん予防と登録の関係においては、

市原市におけるコホート研究が進めら

れているところであるが、県は広域で

あるため、他地区における研究が進め

られ、より広く県民に役立つ研究成果

となるような対策を検討すること。 

〔現状〕 
これまでに印旛、柏、我孫子地区でも別

個にコホート調査を行い、継続していま

す。 
 
〔課題〕 
広域な千葉県内において、多くの地域で

の研究と、成果の還元が必要です。 
 
〔対応方針〕 
市原市でのコホート調査は、都市部で開

始しましたが、平成２４年度は郊外や農

村部にも拡大します。柏、我孫子地区で

も調査を継続して行います。また徐々に

地域を広げていくことと、各地で行える

体制を整える努力を続けていきます。 
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２．研究遂行に係る環境 
番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 

(2)組織運営におけ

る課題及び解決策に

ついて 
 
 
 
 
 

（指摘事項） 

①研究スペースの狭隘に起因して廊下

に物品が置かれている。本質的な解決

はスペース拡大であるが、現状のまま

では、安全性の問題のみならず、機器

の保全、試料等の保管におけるリスク

管理の視点からも問題であり、早急に

改善すること。 

〔現状〕 
機関評価現地調査後、実験室を整理し、

電源設備工事を行い、避難経路となる中

央の廊下の設備備品、実験材料の保存冷

凍庫等の移動を行いました。 
 
〔課題〕 
研究スペースの狭隘に伴う、研究遂行に

伴うリスク管理を徹底させる必要があ

ります。 
 
〔対応方針〕 
整理した実験室や避難経路でもある中

央の廊下などを現状のまま維持し、安全

な環境、リスク管理に関する意識統一が

できるよう、研究員同士のコミュニケー

ションを心がけ、引き続き最大限の努力

と工夫を行います。 
 

（３）プロセスマネ

ジメントについて 

 
 
 
 
 

（指摘事項） 

①研究活動のＰＤＣＡサイクルは着実

に実行され、成果主義に則って運用さ

れているが、一方で研究途中での問題

の早期発見・フォロー、上司とのコミ

ュニケーションの促進、研究者のモチ

ベーション向上、ＯＪＴ教育等を含め

た研究プロセス途中でのマネジメント

も、効率的研究活動のために重要であ

るので、その実施を検討すること。 

〔現状〕 
研究員には、設定した課題を競争的外部

資金に申請することを義務づけており、

タイムスケジュールを年度ごとに作成

させ、申請時に研究局内で検討していま

す。 
 
〔課題〕 
成果主義に則って運用していますが、効

率的研究活動のため、研究プロセス途中

でのマネジメントにも力を入れる必要

があります。 
 
〔対応方針〕 
引き続き、競争的外部資金の積極的な獲

得を目指し、しっかりとしたタイムスケ

ジュールを作成させる一方、部室長が進

捗状況のチェックを行い、その中でコミ

ュニケーションの促進などを図ること

により、研究プロセス途中でのマネジメ

ントの実施も行っていきます。 
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番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 
（４）所管部局・外

部との連携につい

て 

 
 
 
 

（指摘事項） 

①外部機関との連携は、研究活動のみ

ならず啓発、教育活動及び情報発信も

含め、極めて積極的に展開しているが、

所管部局の関わりがやや希薄に感じら

れるので、積極的な連携を図ること。 

〔現状〕 
所管部局である経営管理課との連携が

不足しています。 
 
〔課題〕 
効率的、効果的な試験研究を推進するた

め、所管部局である経営管理課との連携

強化を図る必要があります。 
 
〔対応方針〕 
千葉県がんセンター研究局が独自に行

った研究や開発活動による知的財産の

マネジメントや県の計画・施策の研究へ

の反映が適切にできるよう、経営管理課

との連携が強化できるような仕組みを

検討します。 
 

（６）予算について 

 

（指摘事項） 

①県の予算が極めて少ない現状におい 

て、外部資金が研究費の中心となって

いるが、所管部局に対し、研究機関と

しての存在価値の高さを強く再認識し

てもらい、予算増強に向けての努力と

工夫を図ること。 

〔現状〕 
平成 23 年度当初予算における器械及び

備品取得費は 1200 万円、研究材料費と

して 1200 万円が計上されていますが、

全研究活動を支えることは難しく、外部

資金に依存するところが大きいのが現

状です。 
 
〔課題〕 
長期にわたる研究プロジェクトを着実

に実施するためには、安定した資金を確

保する必要があります。 
 
〔対応方針〕 
基礎研究や、臨床研究の推進など、 
県の計画や施策に沿った研究プロジェ

クトを実施するなど、経営管理課との連

携強化を図りながら、県予算の充実に努

力していきます。 
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３．研究成果 
番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 

（１）研究成果のＰ

Ｒ・把握について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（指摘事項） 

①研究活動終了時の成果のバロメータ

ーは、論文と特許であると考えられる。

特に、特許については、その権利の確

保と行使により成果の社会貢献ととも

に収入源の１つになる。しかし、知財

マネジメントに係る体制については検

討不足である。現在は、企業との共同

研究により、共同で出願しているよう

だが、評価や交渉といったプロセスに

ついてはより積極的な検討が必要であ

る。当該研究領域の専門性と知的財産

マネジメントの出来る外部人材の確

保、または顧問やコンサル 

タント契約等により対応を早期に図る

こと。 

〔現状〕 
千葉県がんセンター研究局が独自に行

った研究や開発活動による知的財産に

対する、マネジメント体制がしっかり取

られていない為、一般に流出する恐れが

あります。 
 
〔課題〕 
研究で得られた知的財産については、県

民の財産という認識を持ち、マネジメン

トを行う必要があります。 
 
〔対応方針〕 
研究局と経営管理課が共通認識の元、平

成２４年度から順次、マネジメント方法

について検討していきます。 

５．今後の研究の方向性 
番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 

（１）今後の研究の

方向性について 

 
 
 
 
 
 
 

(指摘事項) 

①現在の研究の方向性は、研究局の使

命に対応するために大変に重要なもの

であり、現在の段階では、期待される

成果を生み出している。ただし、とく

に、がんの基礎研究から創薬への流れ

に関しては、今後、益々、国際的にも

競争が激しくなる分野であり、橋渡し

研究領域のより先進的な研究システム

の確立と、それを用いた企業との共同

研究を推進すること。 

〔現状〕 
我々の取り組んできた研究とその成果

が現在の段階で期待される成果を生み

出していると評価していただきました。 
 
〔課題〕 
がんの基礎研究から創薬への流れの強

化。 
 
〔対応方針〕 
がんの基礎研究から創薬への流れに関

しては、他の機関との国際的競争にも打

ち勝てるよう、今後、橋渡し研究領域の

より先進的な研究システムを確立し企

業との共同研究を推進していきます。 
②県民のがんの実態把握とがん予防の

研究に関しても、全国レベルでのがん

登録データ等の活用により、より効果

的に県のがんの実態の詳細を把握する

よう試みること。 

〔現状〕 
がんの実態把握のための登録事業は、疫

学研究部を中心に、全国の実態調査にも

中心的に関与しています。このことで千

葉県のがん登録、実態調査は全国的にも

トップレベルで行われています。がん予

防に関してもコホート調査など他の県

立がんセンターでは取り組めていない

部分まで踏み込んだ予防研究を行って
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番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 
います。 
 
〔課題〕 
効果的に、県のがんの実態を詳細に把握

する工夫が必要です。 
 
〔対応方針〕 
県内 14 のがん拠点病院の院内がん登録

事業と県内の地域がん登録をさらに一

体的に把握する努力を行うとともに千

葉県がんセンターが取り組む全国での

がん生存率調査などを活用しさらにが

んの実態把握に努めていきます。 
６．前回評価での指摘事項への対応状況 

番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 
（１）前回指摘事項

への対応状況につ

いて 

 
 
 
 
 
 
 
 

（指摘事項） 

①前回指摘した３項目は、現在でも継

続事項になっているが、これらの課題

解決のためには、研究機関としての努

力のみならず、関係部局との更なる連

携の上、課題解決の手法を模索し、こ

れを効果的に実施すること。 

〔現状〕 
研究用機器の整備、安定した資金の確

保、研究開発支援体制の整備の前回指

摘 3項目は、最先端の研究を維持して

いくためには不可欠です。日進月歩す

るがん研究では、常に新しい機器や資

金、体制が要求されています。 
 
〔課題〕 
研究用機器の整備、安定した資金の確

保、研究開発支援体制の整備が必要で

す。 
 
〔対応方針〕 
県民が誇れる先端研究の継続と、県民へ

の還元のため、関係部局と情報共有の機

会を増やすなど連携を深めながら、機器

設備と外部資金、研究を支援する仕組み

が充実できるよう努力します。 
 

 


