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総    括 

 

 千葉県がんセンター研究局では、平成１５年度に１８の研究課題に

取り組んでまいりました。 

 今般、研究計画の重要性、成果の発展性及び県で行う必要性等の観

点から、内部及び外部委員による課題評価がなされました。 

 「がんセンター（研究局）課題評価専門部会」で審議された内容は、

研究局で重点的に行われている研究について１１課題を中心に審議

されました。 

がんセンター研究局では、対がん施策の推進のため、今回の重点的

に行っている研究については、評価結果を受けて、中期的な視点にた

って研究を進めていくとともに、それ以外の研究については内容を精

選し、より臨床分野への還元が期待される内容に、課題の再編成を行

っていきます。 

 また、今後は、計画的な研究遂行と評価の仕組みをより確実なもの

とし、千葉県独自のがん研究が、将来的にがん治療の場にどのような

形で関連づけさせようとしているものであるのか、その必要性を県民

に対し、より明確に示していくよう努めたいと考えます。 

 

  千葉県病院局長  崎山 樹   
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研究課題名 サイトカイン遺伝子を用いた免疫遺伝子治療の基礎的臨床的研究 

研究期間 平成９年４月より 

 
研究概要 

生体の防衛反応である免疫応答を強化して、がん治療の開発を目指すことが

本研究の目的である。そこで細胞性免疫の活性化に関与するサイトカインに

着目し、これらの遺伝子を腫瘍内に発現させて、治療効果が観察されるかどう

かを検討した。とりわけ、生体が腫瘍を認識する過程の初期相に焦点をあて、

樹状細胞の活性化によって分泌されるサイトカインを中心に検討した。この結

果 Interleukin-21(IL-21)、ならびに IL-23 遺伝子の導入が、有効な抗腫瘍効

果を惹起することを見い出した。この知見の一部は特許申請に結びつき、また

千葉大学大学院の COE 研究として取り入れられている。 

 
主な指摘事項 

1) 題名と内容が一致していない。 
2) 臨床応用の戦略をより明確にすることが必要。 
3) ヒトがん細胞を用いての検討が必要。 

4) 臨床応用についての倫理的配慮に問題あり。 

 
対応方針 

1) 平成１６年度から長期的な研究計画を示す必要性があるため本課題名を

改め、極力不一致を解消するようにした。 

・また本研究から直接演繹できる手法は、手術摘出腫瘍に遺伝子を導入し、

それを免疫源として、がん患者に投与することである。しかしこれの実施には、

GMP 対応の cell processing 設備をはじめ、多額の費用を要し、企業からの投

資という問題が含まれている。そこで、現時点においては、免疫応答の検討を

重ね、また他の分野の技術的進歩を取り入れていくことになる。 

2) ヒトがん細胞を用いた検討の必要性について指摘を受けているが、ヒトがん

細胞を使用して in vivo 研究を行なおうとすると、免疫不全マウス（ヌードマウス

等）を用いることになる。その場合、生体の本来の免疫機能を正確に反映する

ことができない欠点がある。また免疫応答を、異種のヒト細胞に対して検討す

ることは、臓器移植などの特殊な場合を除いては、やはり不正確である。ヒト免

疫担当細胞を用いて、ヒトがん細胞に対する免疫応答を in vitro で検討ことは

可能だが、主要組織適合抗原の一致が必要となり、また本来の免疫応答を

包括的に解析できない欠点がある。したがって、免疫機能の検討において

は、他の研究者と同様に、ナチュラルキラー細胞等による抗腫瘍効果の検討

以外は、マウス腫瘍を同系マウスに使用することにならざるを得ない。 

3) 臨床応用における倫理的配慮についてであるが、現在本邦で臨床試験

研究を計画する段階ではなく、動物実験モデルを用いて proof of concept を

検証した状況である。将来臨床応用を計画することになれば、他機関との共

同研究になり、その場合は当該機関の倫理審査委員会での審査を受けるうえ

で、各種ガイドライン、法令の遵守の必要性があることは当然認識している。

個別の臨床試験研究を申請する前に、倫理的配慮の具体案を関係諸機関と

取りまとめることになる。 

4) 現在米国で免疫遺伝子治療の臨床試験研究が行なわれてきているが、そ

の臨床効果の有無を論じる段階ではない。むしろ、ヒトにおける抗腫瘍免疫応

答の理解と、その活性化のヒントが得られる可能性が高まったにすぎない。免

疫応答による遺伝子治療は、現時点においては依然として基礎的研究段階

であり、米国での臨床試験研究の結果も、研究の場において再検討されるレ

ベルにある。遺伝子治療といっても、免疫応答の基盤研究の進展に依存し、

その研究をいかに臨床に向けて応用を展開するかがその主眼である。したが

って、免疫応答の研究に基づく、抗腫瘍効果の惹起という方向性を堅持する

ことが基本的姿勢であると考えている。 
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研究課題名 腫瘍特異的な転写調節による遺伝子治療の展開 

研究期間 平成 10 年４月より 

 
研究概要 

腫瘍特異的な遺伝子発現は、遺伝子治療の効率および安全性に関し

て重要な意義を有している。そこで、遺伝子発現を制御するために、ヒ

ト腫瘍において高率に発現する遺伝子の転写領域を同定し、それを用

いて腫瘍に特異性を有した遺伝子治療を展開しようとしている。これま

でに、いくつかの腫瘍プロモーターを同定し、それを応用して、腫瘍細

胞のみに傷害を与える自殺遺伝子治療の有用性を示してきた。さらに

正常細胞に傷害を与えず腫瘍細胞のみを殺傷する組換えアデノウイ

ルスを作成し、この腫瘍融解性ウイルスの抗腫瘍効果について検討を

行っている。これら研究の一部の成果は、外国企業への特許譲渡、千

葉大学大学院の COE 研究に結びついている。 

 
主な指摘事項 

1) ベクター開発に工夫が必要で安全性確認の必要性がある。 

2) 実用化と倫理問題の整理が必要。 

3) 臨床応用に向けての in vivo 試験が必要。 

4) 倫理的配慮が必要。 

 
対応方針 

1) 広汎なヒト腫瘍に高発現の CD46 分子を受容体とするアデノウイ

ルス・タイプ１１あるいは３５型のファイバー領域のみを、従来のタイプ

５型のものと置換したキメラ型のウイルスの作製を現在行なってお

り、ベクター開発の工夫に取り組んでいる。本研究を新薬開発の前

臨床試験研究として捉えるならば、安全性確認試験を外部のクリニ

カルリサーチ機関に本来委託すべきものである。アデノウイルスは、

もともとマウス腫瘍では増殖しないので、作製したウイルスの安全性

検討は難しいが、in vivo における臓器別ウイルスの取込み、in vitro

におけるヒト細胞における増殖については、すでに検討ずみであり、

一部は論文として公表している。その結果、他のアデノウイルスと同

様に、静脈内投与では肝臓への非特異的な取込みがあることが判

明している。 

2) 本ウイルスを実用化するには、導入効率の改善など一層の工夫

が必要である。今後臨床試験研究を実施するならば、倫理問題の

整理が必要であることは認識している。 

3) 基礎的研究レベルではあるが、動物モデルでの in vivo 試験をす

でに実施しており、SCID マウスに生着させたヒト腫瘍に対する抗腫

瘍効果を観察している。この結果の一部は論文として公表予定であ

る。 

4) 臨床試験実施にあたっては、当該機関の倫理審査委員会に申

請するために、各種ガイドライン、法令の遵守が不可欠である。現時

点では、その段階に至ってはおらず、具体的な倫理問題への配慮

は、個別の臨床試験研究を申請する段階で、関係諸機関と対応を

協議することになる。本研究は動物実験モデルを用いた proof of 

concept の検証段階にあり、臨床試験研究を申請するにあたって

は、上記の問題以外に、GMP レベルでの製品の確保、外部による

安全性試験等、多くの問題が残されている。 

5) アデノウイルスベクターの安全性は、比較的高いが、p53 遺伝子

遺伝子導入、E1B-55Kda 欠損型ウイルス単独投与による臨床試験

研究では、従来の治療に優る結果が得られていない。遺伝子導入

効率の向上が今後必要であり、キメラ型のウイルスはこの点を改善

できうる一つの方法と考えている。 



 
研究課題名 がん関連遺伝子の網羅的解析とその臨床応用 

研究期間 1997（平成 9）年～ 

 
研究概要 

がんの悪性度や治療感受性など、がんの個性は、がん組織

における遺伝子発現に規定されることがわかってきた。そ

こで本研究では、がん組織に発現する遺伝子を大量に収集

し、それらを DNA チップ化して用いることにより、個人に

合った適切な治療法選択など臨床への応用を目指す。現在

までに当研究室にて、神経芽腫、肝芽腫、腎芽腫の小児が

ん組織からそれぞれ約 5,000 個の遺伝子を抽出し、対応す

る正常組織に比べがん組織で高くあるいは低く発現してい

る約 700 個のがん関連遺伝子を同定した。これらをチップ

化して事業化を目指すとともに、かずさ DNA 研究所で作製

された 2,000 個の新規遺伝子を固定した膜型チップも平行

して使用し、小児がん、肝がん、脳腫瘍などの解析と、そ

れぞれの発現データからのがんのタイプや悪性度を予測す

るシステムの構築および診断・予後予測のためのチップの

開発が現在進行中である。今後は多くのがん組織を対象と

した実用化チップの開発を目指し、具体的な解析を展開す

る。 

 

 
主な指摘事項 

 

臨床応用、診断への応用など今後の発展を期待 

 

 
対応方針 

神経芽腫については、千葉県がんセンターにて全国規模の

組織バンクがほぼ整備されたといえるので、その豊富な臨

床材料を系統的に解析することにより、DNA チップによる具

体的で臨床に役立つ予後予測システムの構築を積極的に進

める。並行して進行中のがんの染色体変化の網羅的検索か

らの成果と、本研究の成果を統合したチップを作製し、よ

り実用的なチップの開発とその事業化を目指す。 

さらに、これをモデルケースとして、確立したシステムを

肝芽腫、腎芽腫などの小児がんや肝細胞がん、腎がん、肺

がん、脳腫瘍などの成人がんに広く応用していく。 
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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 

研究期間 1999（平成 11）年～ 

 
研究概要 

がん関連遺伝子やがんの個性を決定する遺伝子を同定する

ため、本研究では、がん部と非がん部、あるいは予後の異

なる腫瘍群の間で発現の異なる新規遺伝子を多数同定し、

その機能解析を進める。また、そこから、がんのみならず

ヒト疾患の原因に関連する遺伝子を同定し、将来のテーラ

ーメイド医療を目指した新しい診断法・創薬へ向けた研究

開発を進める。現在までに当研究室にて、小児の代表的な

腹部腫瘍である神経芽腫の予後の異なるサブセット間で発

現の異なる遺伝子を多数同定し、その中でも特に興味深い

約５０個の遺伝子について機能解析を進めた。この中から

新規発がん関連遺伝子や神経変性疾患と関連した遺伝子の

特定に成功した。また、小児の肝芽腫で非がん部に比べ非

常に高く発現するがん遺伝子を同定し、その解析も行って

いる。今後は動物モデルなどの実験系でさらに解析し、診

断・創薬へつながる研究へ展開するとともに、未解析の遺

伝子についても、企業との共同研究を拡大し、千葉県を中

心としたゲノム創薬プロジェクトへ展開する。 

 
主な指摘事項 

1) 将来性があり、バイオ産業の基盤となり得る研究 

2) 発見新規遺伝子のがん化過程での機能相互作用を更に解

析されたい 

 
対応方針 

1) 現在までに収集した５００個以上に及ぶがん関連候補遺

伝子について、様々な手法で引き続き解析を行い、その

絞り込みを行うとともに、がん以外の疾患との関連性に

ついても吟味を行う。この成果を創薬・バイオ産業の基

盤に繋げるべく、民間企業や他の研究機関など産学との

連携を積極的に進める。 

2) 本研究で同定した新規がん関連遺伝子の一部については

動物モデルに導入し、そのがんの進展に対する作用を確

認するとともに、その遺伝子産物と相互作用する遺伝子

を同定し、その機能解析も合わせて進めている。また遺

伝子改変動物の作製も既に開始しており、これらの研究

から具体的に臨床へ役立つ新規治療法の開発に繋がる

成果が得られると期待している。 
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研究課題名 神経芽腫のゲノム及び染色体異常の解析とその臨床応用 

研究期間 1998（平成 10）年 3 月～2006（平成 17）年 3 月 

 
研究概要 

がんは、正常細胞が環境からの様々なストレスを受け、細

胞のゲノム DNA が傷つき変化するために生じる。そこで、

本研究では、がん組織に起こったゲノム DNA の変化のパタ

ーンから、がんのタイプや悪性度を予測するシステムの構

築を行い、個人に合った適切な治療法選択など臨床への応

用を目指す。また、ゲノム異常領域からのがん関連遺伝子

の検索も行い、ゲノム創薬への展開を図る。現在までに当

研究室にて、小児の代表的な腹部腫瘍である神経芽腫の全

国規模の組織バンクを整備し、臨床材料の系統的な収集を

行った。また、米国カリフォルニア大学サンフランシスコ

校との共同により、DNA チップでゲノムの異常部位を網羅的

に調べる方法であるアレイ CGH 法を導入し、200 症例以上の

神経芽腫についてゲノム変化の解析を進めている。本研究

から見い出したがんの悪性度に強く相関する染色体変化の

パターンを、さらに診断用 DNA チップへ応用することを計

画中である。また、この方法を、神経芽腫に加え肝芽腫や

一部の成人がんに応用していく。 

 

 
主な指摘事項 

1) 独自のミニチップを作製し診断への応用へ発展させる 
 

2) 臨床への還元が期待できるアレイ CGH と cDNA アレイ解

析を総合した方向での研究を期待する 
 

3) ６ヵ月マススクリーニングによる症例での違いや発症

年齢による遺伝子発現の違い等についての検討を望む 

 

 
対応方針 

1)現在 270 例についてのパターン解析を終了し、がんのタ

イプや予後の情報と強く関連するゲノム領域の絞り込みに

移行した。重要なゲノム領域の DNA のみを搭載したミニチ

ップの作製を目指す。 
 

2)並行して進行中のがんの遺伝子発現解析では、診断用

cDNAチップの開発を行っている。上記1)のゲノムチップを、

この発現解析用cDNAチップと組み合わせたシステムの開発

を行う。 
 

3)発現解析と本研究の成果を組み合わせて総合的に検討す

ることにより、実行可能である。 

 

 
 
 
 

6 



 
研究課題名 新規がん抑制遺伝子 p73 の機能解析と臨床応用 

研究期間 平成１０年より 

 
研究概要 

p53 ファミリーに属する新たながん抑制蛋白質である p73 の

活性は、p73 に特異的に結合する因子（MM1, RACK1）によっ

て正あるいは負に制御された。さらに、p73 の活性は自らの活

性を抑制する∆Np73 の発現誘導を介した自己抑制機構により

制御されていることが判明した。従って、細胞核内における

p73 と∆Np73 との量的バランスが細胞の生死を決定する重要

な因子であることが強く示唆された。 
 
主な指摘事項 

1. 競争の烈しいテーマであるが、着実に成果をあげており評

価できる。 
2. 科学的に高いレベルであれば必ず県民に様々な側面で還

元される。 
3. Scientific に高いレベルにあり重要ながん研究。 

4. p53 family の gene である p63 との関連についての検討も

望まれる。p53, p63, p73 は相互に補完しあうと同時に状

況に応じて相反しつつ total として cell apoptosis と cell 
survival を制御していると想定される。 

 
 
対応方針 

１） 本研究課題は競争の烈しい分野であると同時に注目され

ている分野であるということを銘記し、現在の科学的な

レベルを維持するとともに、さらにワンランク上を目指

した研究の展開を心掛ける。 
２） 本研究課題は、がん細胞を死にいたらしめるしくみを解

明することを介して、抗癌剤耐性獲得の分子機構を明ら

かにすることを目的としている。従って、科学的な評価

に耐え得る研究から得られる成果は、抗癌剤耐性を克服

する具体的な手立てを提供するものと期待され、県民へ

の還元が可能である。 
３） 従来の研究成果を基盤として、さらに国際的な評価に耐

え得る研究の推進に努める。 
４） p53 の活性発現には p53 family に属する p73 あるいは

p63 の存在が必須であるという報告がなされている。ま

た、ヒト組織における p53 の発現は比較的ユビキタスで

あるが、p73 および p63 の発現はある程度組織特異性が

あることから、p53 family 間での役割分担が存在すると

考えられる。従って、今後 p73 および p53 のみならず p63
を考慮に入れた研究の展開を考えたい。 
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研究課題名 がん細胞の転移機構の分子細胞生物学的解析 
研究期間 1991 年より 

研究概要 浸潤性および転移性の異なる肺癌細胞を用いて、浸潤

および転移に関与する遺伝子の同定を行った。その結

果、S100A4 遺伝子の発現が浸潤性と極めて良く相関す

ることを見出した。また、高転移性肺癌細胞において

S100A4 の発現を抑制すると浸潤転移能が抑制されるこ

と、ヒト大腸癌の浸潤の程度と S100A4 の発現とが正の

相関を示すこと、インターフェロンγがヒト大腸癌細

胞株における S100A4 の発現を抑制し浸潤を阻害する

ことを見出した。S100A4 の生物学的機能の解析から、

S100A4 がカルシウム依存性に細胞骨格蛋白質であるト

ロポミオシンに結合することや、最近では血管内皮細

胞の増殖に必須であるメチオニンアミノペプチダーゼ

２と結合することを見出した。さらに、S100A4 の他の

生物学的機能として骨細胞分化のネガティブレギュレ

ーターとして作用することも見出した。現在、S100A4

遺伝子以外の転移関連遺伝子候補として複数の遺伝子

を見出している。 

 一方、低転移性と高転移性肺癌の比較から、高転移

性細胞ほど低酸素応答性の血管内皮細胞増殖因子の産

生 が 多 い こ と 、 こ の 原 因 は hypoxia-inducible 

factor-1 mRNA の発現量が恒常的に高いためであるこ

とを見出した。さらに、高転移性細胞ほど低酸素誘導

細胞死に抵抗性を示し生存し易いため、腫瘍内低酸素

により高転移性細胞の選別が起こることを見出した。 
主な指摘事項 １）ヒトがん細胞による検討、実際の浸潤性、運動性

のどのような局面でどのような分子機構の制御要因と

して機能しているかの追求が望まれる。 

２）研究費・人員ともに増やす必要。 
・ 
 

対応方針 １）ヒトがん細胞における検討を積極的に取り入れた

研究を展開するよう体制を整える。また、生化学的な

手法を用いて分子機構を追求する。 

２）本研究課題に関わる人員を一人増やすことで対応

した。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8 



 
研究課題名 がん細胞の悪性度進展に対する腫瘍内低酸素の影響の解析と低

酸素下腫瘍を標的にした遺伝子治療 
研究期間 1999 年４月より 
研究概要 がん細胞の増殖進展に伴い固形がん組織中にはしばしば低酸素

状態が出現し、血管新生等によって再酸素化がおこることが知ら

れている。酸素濃度変化によるがん細胞の悪性度進展を示唆する

報告がなされているが、酸素濃度のがん細胞に及ぼす影響は未だ

不明な点が多い。我々は転移能の異なる腫瘍細胞における低酸素

応答遺伝子の発現とその機構を比較し、低酸素とがん細胞の悪性

度進展との関連を追求している。その結果、高転移性腫瘍細胞で

は血管新生能が低転移性腫瘍細胞より高く、血管内皮細胞増殖因

子(VEGF)発現能が前者でより高いことを報告した。また VEGF を

はじめとする低酸素応答性発現遺伝子の転写因子として、

hypoxia inducible factor-1(HIF-1)が同定されているが、我々

はそのサブユニットである HIF-1αの発現ががん細胞の転移能と

相関することを見いだし、検討中である。一方、低酸素下のがん

細胞は化学療法や放射線療法に抵抗性を示し治療上の問題とな

っている。また、我々は腫瘍内低酸素が高転移性細胞の選別圧に

なることを見出した。そこで、これら治療抵抗性の高転移性細胞

を傷害する遺伝子治療用ベクターを検討し、VEGF プロモーター

制御下の自殺遺伝子を発現させることによりマウスに移植した

高転移性腫瘍の増殖が抑制されることを報告した。さらに、がん

組織周囲の常酸素下にある正常細胞への影響を最小限に抑えな

がら、低酸素下で増殖休止状態にあるがん細胞をも傷害すること

を目的として、ジフテリア毒素を用いた遺伝子治療用ベクターを

作製した。このベクターの構築においては、低酸素で毒素遺伝子

を発現させ、さらに常酸素では生成された毒素蛋白が速やかに分

解されるように HIF-1α中の酸素依存性分解領域を組み込んだ。

同ベクターがマウス腫瘍内の低酸素領域で有効であることが認

められたので、生体内で使用可能であることが判った。このベク

ターはジフテリア毒素遺伝子部位を他の遺伝子に換える等、様々

な応用が可能である。将来的に遺伝子治療と従来の療法の併用に

よりがん治療、転移の抑制につながる治療方法の開発に結び付け

ることを構想している。 
主な指摘事項 １）In vivo での研究戦略を示す必要がある。 

２）HIF1 の転写調節、下流標的遺伝子、炎症との関連などのう

ち、どれに注目して研究を進めるか絞ることも必要。 

３）腫瘍細胞の選択的増殖より組織内微小環境適応による新たな

形質転換の視点が重要と思われる。 
４） 研究費・人員ともに増やす必要。  
 

対応方針 １）In vivo に導入する方法としては HVJ を envelope とした

cationic liposome の使用を考えている。 
２）転写調節、下流標的遺伝子に焦点を絞って研究を進める予定

である。 
３）適切な実験系の開発を考案する。 
４） 現状では対応は難しい。 
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研究課題名 がん発生の地理疫学的研究 

研究期間 2003 年～2007 年 

 
研究概要 

地理情報システム上に千葉県がん登録のデータをマッ

ピングし環境要因の関連やリスクを評価することを目

的とした。これまで幹線道路沿道における肺癌の集積

とリスクを明らかにしてきた。2003 年度は調査を肺癌

以外に胃・大腸・子宮・肝・乳房の各部位に拡大して

リスク評価を実施した。今後、解析地域と調査対象の

リスク要因を拡大していく予定である。 

 
主な指摘事項 

１）結果の公表公開は慎重に。出来れば英文論文とし

ても発表される方が良い。 

２）居住年数、喫煙歴等の要因が不明な点は若干結果

の解釈上気になる。 

３）電磁波レベルの測定との関連の追求が望ましい。 
 
 

 
対応方針 

１）結果の公表については千葉県がん登録として利用

規程を整備中であり、個人情報保護や研究倫理を含め

て今後制定される利用規程に従って公表準備を進め

る。 

２）交絡要因については喫煙に関して検討した。拡大

調査した部位中胃がんに有意のリスクが出ており、ピ

ロリ菌感染率や罹患年代別の検討を行う。 

３）電磁波関連癌は 2004 年度に解析ソフトの機能拡張

で対応予定である。 
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研究課題名 千葉県広域ピロリ菌調査 

研究期間 2001 年～2008 年 
 
研究概要 

コホート調査により千葉県に多いピロリ菌関連胃癌の

リスク評価を行うことを目的とした。2004 年度調査で

コホートの規模が 1 万人となる予定であり、これまで

の追跡調査の結果胃癌 25 症例を把握した。生活習慣の

リスク評価を実施し、井戸水飲用のリスクや緑茶の予

防効果を明らかにした。今後除菌治療による癌予防効

果の評価を行うとともに、分子疫学的指標による宿主

側のリスク評価を進める予定である。 

 
主な指摘事項 

１）できればもう少し大きな規模でコホート調査を実

施したほうが良い。 

２）新しい知見は少ないが、このコホートを介入など

の方向に発展させると良い。 
 
 
 
 

 
対応方針 

・ １）2004 年度で調査規模が１万人となる。今後第３

次対がん戦略に基づいて文部科学省が推進する分子

疫学コホートとして、本コホートを再構築するととも

に、SNPs など分子疫学的指標により罹患リスクの評

価を試みていく予定である。 

２）除菌治療の評価により効果が認められればコホー

ト対象者への介入を通じてがん予防を働きかける。 
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研究課題名 女性の健康に関する疫学調査 

研究期間 2003 年～2008 年 

 
研究概要 

千葉県女性の健康に関するガイドラインを作成するこ

とを目的とした。2003 年度は栗源町コホートの追跡調

査から女性の寿命における生殖歴の重要性を評価し

た。また対がん協会の婦人科検診の解析から、生殖歴

の変動が乳癌等の増加要因になっている可能性を指摘

した。さらに凍結保存された子宮癌検体の解析により

子宮頚癌と HPV 感染の関連について予備調査を実施し

た。今後市中における HPV 感染の実態を明らかにする

とともに、HPV 感染の子宮頚癌発症リスクを評価する。

 
主な指摘事項 

１）重要な調査であるが、血清試料の収集を行う必要。

ホルモン環境との関連での検討が望まれる。 

２）生体マーカーを用いた研究に発展させてほしい。 

３）がんセンターで行う研究としては乳がん、子宮が

ん等に視点を絞っては如何か。 
 
対応方針 

１）栗源町コホートでは血清検体の保存があり、血清

利用委員会への申請により利用が可能なので今後検討

する。 

２）HPV についてはネズミで子宮頚癌発症に関与する

遺伝子が特定されてきており、HPV-DNA の検出の他、

宿主側の遺伝子解析に備えて検体を確保する。 

３）2004 年度には市中での HPV 感染率調査と同時に

子宮頚癌のコホートを立ち上げる予定である。 
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