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１ 総 括 

 

 千葉県がんセンター研究局では、平成１６年度に２０の研究課題に取り組ん

でおり、昨年度に引き続き、研究局で重点的に行われている研究について、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、「がんセン 

ター（研究局）課題評価専門部会」において、１２課題を中心に審議されまし

た。 

がんセンター研究局では、評価結果を受けて、中期的な視点にたった研究を

進めていくとともに、今後は、研究の段階に応じた課題の終期についても設定

し、計画的な研究遂行と評価の仕組みをより確実なものにするよう努めていき

ます。 

また、知事部局の関係機関とも積極的に関わりを持ちながら、研究成果をよ

り発展させ施策面に反映できるよう努めたいと考えます。 

 本年度は、小児がんで発生率の高いがんである神経芽細胞腫の遺伝子研究成

果が、産学官の連携により、世界で初めてＤＮＡチップの実用化が図られ、千

葉県独自のがん研究の成果を臨床の場に還元することができましたが、今後も、

がん治療の臨床の場に研究内容を還元することを意識し、これらの研究内容と

その必要性を県民に対し示せるよう努めていきます。 
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研究課題名 がん幹細胞特異的遺伝子の同定とがん再発予防に関する基盤

研究およびその臨床応用への展開 
研究期間 平成１６年度から平成１９年度まで（新規） 

 

研究概要 

治療法の発展した現在においても難治性であるがんの特徴

は、がん細胞のゲノムに重大な異常を有し、制がん剤や放射線

治療に抵抗し、一度縮小した後に再発・転移を起こしてくるこ

とである。最近、このような難治性がんの原因として、がん組

織内にがんの幹細胞が存在し、このがん幹細胞が大量化学療法

後も生存して潜伏し、再発や転移を起こす主役であろうという

仮説が提唱されるようになった。この仮説は、我々がこれまで

に行ってきた小児がん研究の中からも十分にその存在が予想

されるものである。 
神経芽種・脳腫瘍と肝芽腫・肝細胞がんという同一組織系か

ら発生する小児がんと成人がんのペアをモデルとして、それら

のがん幹細胞を同定し、手術摘出組織からのがん幹細胞の大量

分離と、がん幹細胞を特異的に治療する方法を開発することを

目的とし、千葉県がんセンター研究局において大規模プロジェ

クトを展開する。 
 

主な指摘事項 

世界で注目の研究テーマであるだけに、勝負できる手札を持

っているかがポイントとなる。がんの幹細胞マーカーが、記載

された神経芽種の方法論で本当に決められるかによる。非常に

重要なテーマなだけに、挑戦する価値は十分にあり、成果に期

待する。 
小児腫瘍と成人の腫瘍ではその発生過程に大きな違いがあ

ることも想定されるが、がんは幹細胞のがん化によるとの考え

方は以前から言われていたことでもあり、その検証は極めて重

要な課題と思われ、大いに評価できる。 
 

対応方針 

我々のがん幹細胞研究の戦略は、過去３０年間におよぶ研究

の蓄積に基づいており、さらに、該当するがん組織からすでに

大量の遺伝子（新規遺伝子を含む）を獲得し、種々のスクリー

ニング系を駆使してかなりの絞り込みを行っているので、国際

的な研究競争に対処できる体制はできている。今後は、研究費

とマンパワーが必要で、そのための体制作りを急いでいる。 



（２）中間評価 

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月から平成１７年３月まで 
 
研究概要 

腫瘍細胞において高い活性を示す転写調節領域を用いて、タ

イプ５型の組換え型腫瘍融解性アデノウイルスを作製した。このウ

イルスは、ヒトの正常細胞に比較して、多くのヒト腫瘍で強い増殖

性を有し、in vivo において、高い抗腫瘍効果を示した。また、感染

効率の向上を目指して、ウイルスの外殻蛋白をタイプ３５型へと改

変させて、そのウイルスの有用性を検討している。 
 
主な指摘事項 

・遺伝子治療の実施は困難を伴い、研究の重要性はあるが、独自

性に乏しく、必要性は高くない。 
・ベンチャー企業との連携を考慮すべきである。 
・ベクター構築に独自性があり、良い結果を出しているが、その効

果が局所に留まる欠点があり、工夫を要する。 
・ベクター自体の問題点が残り、戦略性が不明。 
・遺伝子治療は未だ各研究者の独自性に依存するレベルであり、

小規模研究として可能である。 
・ベクター開発に成功すれば、その経済的効果等は極めて大き

い。 
・樹状細胞（ＤＣ）の大量培養が必須となる。 
・将来的には重要な研究で長期的支援を要する。 

 
対応方針 

遺伝子治療は基礎研究レベルにあり、現在、画期的な展開が

臨めるわけではないが、欧米では開発研究意欲が依然として強

く、バイオ製剤を国家の基幹産業に据えようとしている中国など諸

外国の状況を鑑み、基盤研究は必要と考えている。 
特許移転等に基づく連携を、日本や外国のバイオベンチャーと

深めているところであり、本研究に基づく GMP レベルの製剤の供

給を今後協議していくこととしたい。 
本研究の目的は当初より腫瘍局所のコントロールであり、その部

分的な腫瘍破壊を全身的な免疫応答に結びつけることに、研究

の重点を移す予定である。 
ベクターの問題点は存在しているが、当面は高い抗腫瘍効果

から、細胞傷害性が強いウイルスを選択せざるを得ない状況にあ

る。ウイルスの特性を生かしたベクターの工夫は、今後の戦略の課

題として考えたい。 
現時点では、概念を証明する段階であり、小規模なレベルで研

究を行うことになる。 
樹状細胞の大量培養法については、必要に応じて専門家と協

議したい。 
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研究課題名 免疫応答に基づいた遺伝子治療の展開とその臨床応用 
研究期間 平成１６年４月から平成１７年３月 
 
研究概要 

生体の防衛機能である免疫応答を利用して、がんに対する治療

効果を得る方法は、副作用が少ない利点もあり、臨床試験研究が

一部の機関で実施されている。そこで、本研究では、単なる腫瘍

抗原ペプチドの投与にとどまらず、免疫応答の初期相において、

抗原獲得とその提示に関する分子機構を解析し、これに基づいた

免疫遺伝子治療の展開を目指そうとするものである。これまでの研

究から、樹状細胞上に発現されるいくつかの機能分子、あるいは

活性化樹状細胞より分泌されるサイトカインが、免疫応答の開始

に重要であることが判明しているので、これらの機能分子をコード

する DNA を利用し、腫瘍抗原分子を標的として、より効率的な免

疫応答を誘導することを指向している。本研究の最終的な目的は

腫瘍ワクチンの開発であり、遺伝子発現に基づく技術は、がん以

外にも、ウイルス感染症など広汎な疾患の治療が、その応用対象

となると期待している。 

 
主な指摘事項 

・免疫応答を利用した遺伝子治療は重要で独創性が認められる。

・千葉大学との協力、競合関係は重要である。 

・研究がインターロイキンに偏っているが、それも独自性の一環で

ある。 

・ヒトの臨床応用への戦略が明確でない。モデルを積み上げる必

要がある。 

・「臨床応用」を意識しないほうが良い。 

・遺伝子治療の適用には多くのハードルがある。 

 
対応方針 

細胞性免疫応答の強化に基づく治療は、がん治療のみなら

ず、その他の疾患への応用が可能であり、感染症、アレルギー疾

患に対する DNA ワクチンの開発にも繋がり、その重要性は高いと

認識している。 

本研究は千葉大学医学部２１世紀 COE 研究でもあり、同大学と

の協力関係は十分に維持されている。 

インターロイキン以外も研究対象としているが、少人数での独創

的な研究となると、対象分野を限定せざるを得ない。 

ヒトへの臨床応用、遺伝子治療への適用については、多くのス

テップがあり、容易に到達できるものではないのが事実である。 

本研究の目的は、モデル実験を用いた前臨床試験研究の基盤

形成とし、臨床応用とは一線を画して、研究を進めている部分が

ある。指摘事項にもあるように、本分野については、当面は、結果

的にその方が良い結果を生むこともあると考えている。 



 

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 平成 9 年度から平成 18 年度まで 

 

研究概要 

 
がんの悪性度や治療に対する効きやすさなどの性質の違い

は、そのがん細胞で働いている遺伝子の違いで見分けるこ

とができる。そこで本課題では、遺伝子でがんの詳細な性

質を予想し、治療方針決定に役立てるため、がんの性質決

定に強く関わる遺伝子を見つけ、それらをスライドグラス

に載せた診断用の DNA チップを作製する。また、そのチッ

プを用いた新しいがんの診断システムを開発する。これま

でに小児がんから１万個以上の遺伝子を集め、その DNA チ

ップを作製した。また、小児の腹部腫瘍である神経芽腫に

ついて、全国規模の組織バンクを整備し、この１年間に 150

例以上に及ぶがんのサンプルについてチップ上の遺伝子の

働きを調べた。さらに統計処理により神経芽腫の悪性度に

強く相関する遺伝子を絞り込み、200 個の遺伝子を搭載した

神経芽腫診断チップを作製した（特許申請済）。現在は、こ

の神経芽腫診断チップの実用化と事業化を目指し、複数の

企業及び研究機関との共同研究を進めている。このような

チップは、テーラーメード医療を目指す高度先端がん医療

施設の実現に大いに貢献するとともに、千葉県のバイオ産

業振興の基盤となることが期待される。 

 

 

主な指摘事項 

世界的な財産になりつつある神経芽腫の集積及びデータ

ベースと DNA 情報を維持・拡大すべきである。 

成人のがんの診断に向けての展開が期待される。 

 

 

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ている状況にあり、貴重な臨

床材料と DNA 情報などを系統的に統合し、社会全体に役立

つデータベースとしても整備を進めたい。今後も新たに改

良した DNA チップを用いて、真のテーラーメード医療の実

現を目指した具体的で臨床に役立つ解析と、その成果を用

いたシステム構築を積極的に進める。並行して推進中のが

んの染色体変化の網羅的検索からの成果を統合し、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、DNA

チップだけでなく抗体などを利用した新たな手法の開発も

視野に入れる。 

神経芽腫をモデルケースとして確立したシステムを、肝

芽腫、腎芽腫など他の小児がんや、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することを目指

し、これらのチップ解析を既に開始している。千葉県がん

センターの持っている他のがん組織バンクとも結びつけ、

さらに発展的な研究を進めていく。 
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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 平成１１年度から平成１８年度まで 

 

研究概要 

がんのテーラーメイド医療を目指した新しい診断法開発や創薬への展

開へ向けて、我々はこれまでに、神経芽腫、肝芽腫を含む小児がん組織

から 10,000 個以上の遺伝子を抽出し、複数のスクリーニング系を用いて

絞り込んだがんにおいて重要と思われる新規遺伝子の機能解析を進めて

きた。その結果、これまでに新規の発がん遺伝子、がん抑制遺伝子、シ

グナル伝達分子遺伝子、細胞増殖制御遺伝子、E3 ユビキチン結合酵素遺

伝子、等を同定し、さらに、発がんおよび神経変性疾患と関連した重要

遺伝子の特定にも成功した。特に、過去１年間で新たに進歩した内容は、

神経発生に関連した新規遺伝子の発がんにおける役割の解明、神経分化

と細胞運動を制御すると思われる新規遺伝子の機能解析、神経芽腫にお

いて発現し予後に関与すると思われる新規受容体遺伝子の同定、細胞分

裂を制御すると思われる発がん遺伝子の機能解析等が挙げられる。 
このような研究成果は、今後、千葉県を中心としたゲノム創薬プロジ

ェクトの発展に貢献することが大いに期待される。 
 

主 な 指 摘 事

項 

独自の発想で発見した遺伝子と疾患での意味を最終的に治療法、予防

法にする為には、機能解析が必須。これまでに集めた多数の神経芽腫等

の検体を生かすオーソドックスな計画である。 
すでに千葉県がんセンターが独自に持っている疾患遺伝子情報を活用

するのは、県の責務であるが、財産の保全にもなる。 
国内の検体を組織的・網羅的に募集している。したがって、国の機関

ではやりたくともできない。 
県として、もう少し投資してもよいのではないか。 
現在は、見出されたいくつかの遺伝子について散発的に研究をしてい

る状況であるが、今後数多くの遺伝子について系統的に研究を行うシス

テム作りが必要と思われる。その点についても県の理解と協力が望まれ

る。 
この種の研究は研究体制をうまくつくって行わないと成果が挙がらな

い。進歩の具合から見てもうまく体制が機能していることがうかがえ、

さらなる成果を挙げることが期待される。 
動物モデルを用いての検討が是非望まれる。神経成長因子の機能に関

連して p75 等の受容体発見についての検討も必要ではないか。 
 

対応方針 

これからも、独自に採取した新規遺伝子の機能解析を進め、疾患の治

療法、予防法の開発に繋げるよう研究を展開する。 
今後も、小児がんの検体収集を全国規模で進め、すでに世界最大規模

となっているので、この基盤をさらに強化したい。 
現在、外部研究資金を大幅に獲得・導入し企業との共同研究を通して

かなり大規模に展開しているが、限られた資源の中で、それ以上の成果

を挙げるためには指摘のように系統的な研究を行うシステム作りが緊急

に必要な状況である。 
また、現在、動物モデルの作製にかなりの労力を費やしている。近い

将来、その成果が期待できるものと考えている。 
6 
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研究課題名 がんのゲノムおよび染色体異常の解析とその臨床応用 

研究期間 平成 10 年度から平成 19 年度まで 

 

研究概要 

がんは、環境中の有害物質などの影響により細胞の中の遺伝

子（DNA）に異常が起こり、発症する。最近終了したヒトゲノム

プロジェクトにより、この DNA が受けた異常のパターンが、が

んの種類や悪性度などのがんの性質を決定していることが明ら

かにされた。そこで本課題では、がんで起こったゲノム異常を

詳細に解析し、がんの性質と強く関わる特定の異常パターンを

見つけることにより、がんの新しい診断法の開発と実用化を目

指す。 

これまでに、小児の代表的な腹部のがんである神経芽腫につ

いて全国規模の組織バンクを整備し、ゲノム異常の解析には、

カリフォルニア大学サンフランシスコ校で世界に先駆けて開発

されたアレイ CGH 法をいち早く導入した。この１年間に 270 症

例についてゲノム異常の解析を終え、臨床情報との関連性を探

る統計処理に移行した。その過程で、神経芽腫の悪性度と強く

関わるゲノム異常のパターンを見いだした。今後は更に統計処

理を進め、がんをより細かく層別化するとともに、臨床への導

入を目指した複数企業・研究施設との共同開発を進める。この

成果は必ずや来るべきテーラーメード医療実現に貢献するもの

と強く期待される。 

 

主な指摘事項 

アレイ CGH は、まだ開発途上にあり、チップの供給を他施設

から受けての研究には明らかに限界がある。今後神経芽腫以外

の腫瘍への展開が期待されるが、これからのことを考えた場合、

上記の理由から課題を存分に遂行することは極めて難しいと考

える。 
 

対応方針 

チップの独自作製は、最後までやり遂げれば、(小児癌チップ

のように)研究材料としてこの上なく強力な武器であり貴重な

財産となるが、その反面、非常に設備、費用、労力、時間がか

かることがこれまでの小児癌チップの開発を経て実感したとこ

ろである。 

現在の当研究室の規模から考えると、発現アレイとゲノムア

レイの両方を開発することは困難と考え、第一線の施設である

カリフォルニア大学との共同研究という方法を選択した。 

神経芽腫については小児癌チップからの成果と組み合わせた

より精度の高い予後予測システムの構築を進めている。供与さ

れたチップを用いた解析は神経芽腫に加え、肝芽腫と成人肝癌

についても行っている。これらについては、神経芽腫と同様の

手法で、迅速な成果が得られると期待される。 

今後の解析済み以外の腫瘍への展開は、複数の選択肢を考え

ている。網羅的なゲノム解析は、市販のチップと共同研究施設

からの供給分の組み合わせで行いながら、労力や時間の面で効

率良く進める予定である。さらに、11,000 個の遺伝子を搭載し

た小児癌発現チップを用いたゲノム異常解析の手法を確立する

予定である。 



 
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 年度から平成 18 年度まで 

 
研究概要 

本研究課題は、制癌剤による抗腫瘍効果が著しく低下するという現象

を克服する手立てを得ることによって、将来的ながん治療の向上に貢献

することを目的としている。制癌剤の多くはがん細胞の DNA に傷をつ

けてがん細胞を殺すことによって、その抗腫瘍効果を発揮する。制癌剤

による損傷を受けた DNA を感知し、がん細胞死を実行する分子が p53
および p73 と称されるがん抑制蛋白質である。 

今回、我々は制癌剤であるシスプラチンによる細胞死誘導過程におい

て、蛋白質リン酸化酵素である IKK-αが p73 の量および活性を増加させ

る能力を持つことを世界に先駆けて明らかにした。我々が見いだした

p73 の新たな活性化のしくみは、p73 による制癌剤耐性克服のための手

立てを提供するものと期待される。 

 
主な指摘事項 

p73 の機能の解析に関し、これまでの実績がある。また、想定される

p73 機能の重要性からも課題の遂行が県であろうと国であろうと関係

ない。 

本研究は、既存の DNA 損傷性の抗がん剤に関する研究である。生物

学的にはやや面白いものが出たとしても、いずれ消えていく抗がん剤の

研究に多くの労力を割く必要はあまりないのではと思う。他のプロジェ

クトの重要性に比すれば、比較的重要度が低くてもよいのではないか。

研究はこれまで蓄積してきた成果を大きく発展させるものであり評価

される。 

競争の激しい分野で独自の成果をあげてきている。研究室のレベルを

あげるという視点からも貢献していると考えられる。p73 (p63) は p53
の機能を補完するとともに個体の発生過程で重要な働きをしていると

考えられる。したがって p53, p73, p63 の相互作用としての解析は勿論

重要であり、さらに、抗がん剤の違いによる反応性の相違も十分検討す

る必要がある。優れた研究成果をあげている。 

 
対応方針 

これまでに蓄積してきた研究成果を基盤とするとともに研究の連続

性を重視することによって、現在の科学的なレベルを維持し、さらに国

際的な評価に耐えうる研究の展開を考えたい。 

シスプラチンとは異なる作用機構を持つ既知の DNA 損傷性の制癌剤

（アドリアマイシン、エトポシド）による細胞死誘導系を用いて、それ

ぞれの制癌剤による p73 の活性化の分子機構を解析することによって、

多種多様な制癌剤に対する耐性獲得機構の解明並びに p73 による耐性

克服の手立てが得られるものと期待される。 

制癌剤処理によるがん細胞死誘導過程のみならず個体の発生過程の

制御システムにおける p53 ファミリー分子(p53, p73, p63)間の役割分担

の解析は極めて重要な研究課題である。したがって、p53 と p73 との間

の機能的相違点に着目したこれまでの研究に加えて、今後は p63 を含

めた比較研究の推進を考えたい。具体的には、各種制癌剤による p53, 
p73, p63 の活性化の有無およびその活性化の分子機構の相違点に着目

した研究、並びにマウスの発生過程における p53 ファミリー分子の発現

パターンを明らかにする研究の展開に努めたい。また、当該研究課題の

推進のみならず研究室全体の研究レベルの向上にも配慮するよう心掛

けたい。 
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研究課題名 がんの転移機構に関する分子細胞生物学的研究とその臨床応用 
研究期間 平成１５年１０月から平成１８年３月まで 
 
研究概要 

本研究課題は、がん転移の機序を知りそれを抑制する方法を見出す

ことを目的としている。 
今回は、がん組織内の血管新生を促進する因子の発現調節遺伝子に

焦点を当て、その発現を肺癌由来の低転移性と高転移性細胞とで比較

したところ、高転移性細胞で恒常的に高発現されていることを発見し

た。 

この遺伝子の発現を減少させることができれば、血行性転移の抑制

が期待される。また、我々は、ある種のカルシウム結合蛋白質が肺癌

や大腸癌の浸潤・転移に関与することを報告してきたが、今回悪性脳

腫瘍の浸潤にもこの蛋白質が関与するかどうかを検討した。 
その結果、最新の遺伝子発現操作技術を用いてその発現を抑制した

ところ、浸潤性が顕著に抑制されることを見いだした。これらの知見

は、がんの最も恐ろしい性質である浸潤・転移を抑制する方法論の開

発につながる可能性を秘めているばかりでなく、将来臨床応用が期待

される。 
 
主な指摘事項 

最近のがん転移のメカニズム研究の進歩は大きい。転移浸潤を制す

るものががんを制するとも言われており、重要である。 
がんの転移に関する研究は、がん研究の主要課題の１つであるが一

番遅れている。独自の細胞系を用い HIF-1αに続き S100A4 と着実に研

究を進めている点を評価する。 
低酸素状態と、がん転移の関わりに関する研究を早くから始め、相

応の結果が出ている。 
Sp1、PKC だけでなく HIF-1α特異的な転写機構の解明を目指してほ

しい。 
世界的に、やや研究者が増加する傾向があり優位性を保つためには

資源の投入が必要である。 
転移のメカニズムの一端が解明されたとしてもすぐに治療法ができ

るわけではないが、いろいろな角度からのアプローチにより、最終的

には多くの発展性がでる。 
転移の過程に低酸素状態が関与していることは理解できるが複雑な

転移の過程でどの程度の重要性と認識されているのか若干不明確。 
HIF-1αの転移制御と HIF-1α蛋白蓄積の関係を今後臨床検体で示す

必要がある。 
 
対応方針 

今後も着実な研究ができるよう努力し、転移のメカニズムの研究に

力を注いで行きたい。 
HIF-1a プロモーターの欠失変異体を用いたレポーターアッセイに

より Sp1 結合領域の欠失以外にもレポーター活性が減少する領域が存

在することが認められることから、HIF-1α特異的な転写制御機構があ

る可能性もあり検索中である。 
血行性転移の初期過程では血管新生が必須であり、この過程に低酸

素状態が深く関わっていることが明らかにされている。 
今後、臨床検体を使った検討を開始して行く予定である。 
より多くの外部研究資金が獲得できるよう努力したい。また、人員

や研究費の面からのアプローチは早急にはできないが、現在検討中の

テーマにメドがつき次第取りかかりたい。 
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研究課題名 低酸素とがんの転移に関する分子レベルでの研究及び臨床応用 
研究期間 平成１５年３月から平成１９年３月まで 
 
研究概要 

低酸素状態は癌病巣内でしばしば生じ、その領域では治療抵抗性のが

ん細胞が認められ癌治療の大きな障害となっている。また低酸素環境下

のがん細胞は、転移をしやすくなるという報告がある。我々はこのよう

な治療困難ながん細胞の撲滅を目的とし、低酸素状態で有効に働く遺伝

子治療法を検討している。 

１６年度は、従来の治療法である放射線療法との併用で患者の治療に

よるダメージを軽減し、より確実にがん細胞を駆逐するため、低酸素状

態と放射線照射双方である遺伝子を特異的に強く発現させ、がん細胞を

死に至らしめる治療用遺伝子の開発を開始した。一方、転移しやすさの

異なるがん細胞の低酸素状態での遺伝子発現を解析し、転移しやすいが

んの特徴となる遺伝子とその発現機構を検討している。これは転移を抑

制する方法を見いだすための基礎となる検討である。転移しやすさの異

なるがん細胞の低酸素状態での遺伝子発現機構についての報告は世界的

にも少なく、新たな展開が期待できる。低酸素という環境からみた、治

療抵抗性のがんの増殖抑制法の開発と転移に関わる遺伝子の解析という

アプローチは、基礎研究を速やかに臨床に反映するために有効であると

考える。 
 
主 な 指 摘 事

項 

この領域はやや急速に進みつつあり極めて重要なテーマである。従来

の研究を発展的に、面白く計画している。 
独自の発想から行われた研究は高く評価できる。独創性があり評価に

値する。 
一方で、やや研究の方向性が独自性を薄めている感がある。独自性の

弱い研究は大きな流れに消されてしまう可能性がある。 
自分の持っているシステム上に計画をのせており、これまでの実績か

らみて、それなりの成果をあげることが期待される。 
MCF7 と MDA-MB-231 は ER の発現等の基本的な特性が大きく異なっ

ており、比較に用いるには不適切と考えられる。 
高転移性細胞における分子動態の上で HIF-1 発現が最も重要な標的分

子と言えるのか。 
 
対応方針 

独自に樹立した実験システムを用い独創性のある研究を目指してお

り、現在まではそれがある程度達成できてきたと思っている。しかし、

指摘を受けたように遺伝子治療の方法論の方向性はやや独自性が弱くな

ってきており反省点である。今後はより独創的なアイデアをもって研究

を推進して行きたい。 
また、指摘されたように ER の発現は 2 細胞間で大きく異なっている

が、この差が HIF-1α蛋白の安定性の差に大きく関与している可能性があ

る。したがって、一概に不適切とは言えないと思うが、今後他の細胞株

を用いてさらに検討を進めて行くことで対応したい。 
転移は複雑なステップより成立し、各々のステップには異なる分子が

働いている。基本的には、これらの分子のいずれかの機能を抑制できれ

ば転移は抑制できる可能性がある。HIF-1 は血行転移の初期過程である

血管新生のステップで働くと考えられ、これを標的分子とすることで血

管新生の抑制さらには転移の抑制ができる可能性がある。したがって、

最も重要な標的分子ではないかもしれないが、標的分子の１つであると

思われる。しかし、今後は他の標的分子の発見にもチャレンジして行き

たい。 



 

研究課題名 がん発生の地理疫学的研究 

研究期間 平成１５年４月から平成２０年 3 月まで 

 

研究概要 

千葉県がん登録のデータを活用してがん罹患と環境要因の

解析を行う。がん患者を住宅地図上に正確にマッピングし、

道路、大気汚染データ、送電設備などとの距離を計測する。

関心領域を設定して患者を抽出し、リスク計算を行う。これ

までに幹線道路沿道のリスクとして肺癌以外に胃癌で有意の

リスクを認めた。また調査期間の延長により男女の肺癌とも

2.0 倍の有意のリスクを得た。現在、リスク要因として低周波

電磁波について検討中である。 

 

主な指摘事項 

県民に直結した研究であり、県の積極的支援を期待する。

県は資源投入すべきである。 

関連分析から医学的根拠の探求に進めることが必要。 

環境指標としては排ガス・電磁波以外にも種々あると思わ

れるが、どのような指標のモニタリングを行うか明確にする

必要がある。 

 

対応方針 

幹線道路沿道の環境問題については、今後過去の大気汚染

データを用いて量反応関係等の関連を調べる他、他地域がん

登録での調査が必須であり、慎重に進める。 

その上でなお研究継続の意義が認められる場合、環境など

他分野の研究者と横断的な共同研究が必要と考える。また有

効な施策について検討する。 

文献の広範なメタアナリシス（過去に独立して行われた複 

数の臨床研究のデータを統合して、統計を行うこと）を行う。 

リスク評価方法について検討を加える。 

千葉県がん登録については、病院局や知事部局関係機関と

連携して、内容の充実に努めたい。 
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研究課題名 分子疫学的指標によるがん罹患リスクの評価 

研究期間 平成１３年４月から平成２１年３月まで 

 

研究概要 

本調査は千葉県に多いピロリ菌関連胃がんのコホート調査

として開始され、平成 16 年末で 1 万人の対象者を千葉県がん

登録により追跡中である。これまでの調査により本県の胃が

ん罹患とピロリ菌感染、萎縮性胃炎の疫学的リスクを計算し、

また水環境の改善や緑茶の飲用など予防因子も明らかにして

きた。 

 

 

主な指摘事項 

本研究は極めて大事な主題であるが、調査を千葉県に限定

すると限界があるので、全国レベルの研究プラス千葉県独自

の予防研究として重要になる。 

千葉県に限らない班研究等の共同研究の活用を積極的に進

めるとよいのではないか。 

ピロリ菌感染、保菌を「分子疫学的指標」としているが、

用語としては違和感がある。 

コホート研究は 10 年以上の努力を要するので、周辺の忍耐強

い支援が必要である。 

 

対応方針 

本調査の方向性として個体要因に基づくハイリスク群の絞

り込みと予防方法を確立するため、分子疫学コホートとして

再調査を行う。 

そのために平成 17 年度から開始される文部科学省特定領域

研究日本多施設共同コホート研究（J-MICC Study）に参加す

る。平成 16 年度は分子疫学コホート準備班に参加し、また現

在調査協力地域の設定を行っている。 

また指標（用語に違和感との意見への対応）については、

個別研究として胃がん発症に関与する分子疫学的指標を探索

する。 
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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 平成１５年４月から平成２１年３月まで 

 

研究概要 

健康増進課の調査事業に協力して女性の健康のためのガイ

ドライン作成を進めている。本疫学調査はその一環で、香取

郡栗源町の文部科学省コホートの追跡による生殖歴と栄養調

査を、また、ちば県民保健予防財団（千葉県対がん協会）と

協同で婦人科がんのリスク評価を進めてきた。栗源町コホー

トの追跡から、妊娠回数と初潮年齢が女性の全死亡に対して

リスクとなることが示された。婦人科検診の解析では女性ホ

ルモンへの曝露期間の延長が乳がんの増加要因として示唆さ

れた。また、１６年度は、ヒトパピローマウィルス(HPV)の感

染実態調査を実施予定である。 

 

主な指摘事項 

県として行うのに適当なテーマであるが、県に限らない研

究体制で母集団を増やし、客観性を高める必要があるのでは

ないか。 

子宮対がんも研究対象を研究対象としたらどうか。 

ＨＰＶ感染だけでなく生体試料を用いてのホルモン状況の

把握が必要であり、生体マーカーの開発・測定を考えていた

だきたい。 

 

 

対応方針 

女性の健康にフォーカスした千葉県の調査事業に対して、

少子化・高齢出産・栄養の偏り・女性医療・感染症など多様

な観点から疫学調査の結果を分かりやすく千葉県の女性に提

示していくように広報に努める。 

子宮がんについては生化学的なマーカーを取り入れ、子宮

体がんのリスク要因についても検討していく。 
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