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総     括 

 
千葉県がんセンター（研究局）では、平成１７年度に２２の研究課題に取り

組んでおり、昨年度に引き続き、研究局全体で重点的に取り組んでいる研究に

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、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、評価結果を受けて、中・長期的な視点にたって研

究を進めていくとともに、今後とも研究の段階に応じた課題・内容の見直しを

行うなど、計画的な研究遂行と評価の仕組みをより確実なものとするよう努め

ております。 

 

また、これまでの研究成果の一層の発展・充実のため、知事部局の関係機関

との連携を含め、長期的には県民の皆様の病気と発症リスクの把握や予防の研

究を、短期的には、昨年世界で初めて実用化に成功した小児がんの神経芽腫の

予後を高い確率で判定する DNA チップに関する特許技術と関連する研究成果

などをベースに、がんの治療のため、より早く臨床の場へ還元することに重点

を置いた研究を積極的に推進し、その成果を広く県民の皆様に示せるよう努め

てまいります。 
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研究課題名 性差医療のためのがんの分子生物学的診断技術開発に関する研究 

研究期間 平成 17 年度から平成 22 年度 

 
研究概要 

がん罹患を性差という観点でみると、1）子宮、卵巣、前立腺等の男女に固有の生殖
器がん、2）乳房や甲状腺のように罹患の性差が大きいがん、また 3）肺がんにおけ
る喫煙などリスク要因の作用に性差の認められるものなど、性差は多数のがんを特

徴づける主要な因子の一つであることが明らかであるが、罹患の上位を占めるがん

においてすら、これまで十分に性差を考慮した対応がとられてこなかった実態があ

る。乳がんについては、当センター乳腺外科との共同により、がん組織の FISH 法を

用いたがん遺伝子 HER2 の遺伝子増幅検索をすでに開始しており、さらに DNA チップ

を用いた遺伝子発現解析を予定している。このように乳がん、子宮がん、前立腺が

んなどについてチップ解析、遺伝子解析、疫学的解析などによる多面的アプローチ

を行うことにより、これらのがんの発症機構の解明とがんの層別化を目指し治療感

受性、予後、再発に関わる遺伝子の同定を行う。本研究を通して得られた知見をも

とに、がん予防、がんになった県民の QOL の確保及び個人向けにカスタマイズされ

たテーラーメイド医療の実現を目指す。性差医療は千葉県のすすめる政策課題であ

り、このようにして得られた成果は迅速に県民に還元することができるとともに、

がん予防、新しい診断システム及び創薬につながる重要な遺伝子の候補の同定が期

待される。 
 

主な指摘事項 

・研究対象を男女に固有のがんとしただけで“性差医療”との関係が不明。千葉県

がんセンターとして、これらのがんを対象とするのを良しとする背景(病院との協
力関係等)があるなら、それらをはっきりさせるべきである。  

・性差医療という概念が極めて奇妙である。  
ホルモン感受性腫瘍、あるいは性ホルモン関連腫瘍などの考え方であれば、もっ

とストレートな研究ができる。  
ただし、大腸、胃、肺などでも性差はあり、この原因に挑戦するというのであれ

ば大いに評価できる。  
・性差医療という概念の必要性が不明確であり、生殖器がん、ホルモン関連がんを

重点的に研究するだけのものと取られかねない。  
中心課題として「内分泌学的加齢」とがん等の疾患発生といった概念の構築、そ

れに対する論理的アプローチの提示が必要と考える。  
・性差医療の視点は、千葉県の政策課題としては評価できるが、対象とした「がん」

は、各分野で専門的な研究がなされており、この課題対象として不適当。両性共

通に発生する「がん」で、性差による発生、増殖、進展のメカニズムの相違を明

らかにし、新たな診療情報の蓄積を目指すのであれば、それなりに評価し得る。

課題内容の見直しを要すると感じる。  

 
対応方針 

千葉県では県立病院や保健所を中心に他県に先駆けた性差医療の取り組みの実績

があり、女性外来などは千葉県が全国に先駆けて開始したもので、県の政策的課題

ともなっています。したがって、それに呼応するかたちで、がんの中でも重点的に

女性または男性に特有ながん及び両性共通に発生する「がん」で、性差による発生、

増殖、進展のメカニズムの相違を明らかにし、新たな診療情報の蓄積を目指す考え

で本研究課題を提案しました。しかし、現在千葉県がんセンター研究局で進行ある

いは企画されている複数の研究課題の一連の研究成果において性差を考慮すると

き、本研究課題の目的を達成するための示唆が得られる可能性もあると考えられま

す。  
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研究課題名 千葉県民を対象とした分子疫学コホートによる疾病罹患リスク評価
と個人向け予防法の確立 

研究期間 平成 17 年度から平成 37 年度 

 
研究概要 

がん及び循環器疾患を含む生活習慣病は、生活習慣・遺伝的素因・環境要因が相

互に関連して発病する。従来の疫学調査においては上記 3 大要因を個別に調査し

てきたが、一個体の中で共存する要因としてのリスクは評価されてこなかった。

本研究は千葉県という風土を背景に、6 万人を超える大規模な生活集団を対象と

して、20 年以上の長期間にわたる健康状態やがん・循環器疾患といった疾病の

発生状況の追跡により、今後急速に進行する高齢化社会における生活の質の確保

と疾病予防について、個人向けにカスタマイズされた健康指針を得ることを目標

とする。調査対象は千葉県住民で県立 7 病院の外来受診者と県内実施の健康診断

受診者及び本研究に参加を希望するものである。解析及び研究の管理のために千

葉県として公的委員会を設置し、解析と評価を行う。コホート調査全般に関わる

事務局を衛生研究所に設置する。調査の過程で判明した有用な知見については、

県民に広く広報するほか、個人の健康管理に適用可能な知見は希望者に個別に通

知を行う。また保健所(健康福祉センター)を通じて希望者に個別の説明と指導を

行う。本研究は、千葉県民を対象とした大規模前向きコホートであり、本研究が

十分な成果をあげれば、がんを含む生活習慣病の予防が可能となり、県民の健康

と福祉の向上のみならず、医療費の大幅な削減が期待できるようになる。 
 

 
主な指摘事項 

・県内のがん対策の根幹であり、県の責任である。 
・この種の研究には、ある程度以上のスケールが必要である。 

また、研究対象や方法からの見通しが欠かせない。速やかに再検討する必要あ

り。 
・この研究の基盤となるのは、県立病院などであり、これらの基幹医療施設の

院内がん登録体制の整備及びその精度管理をするための体制を千葉県がんセ

ンターに確立するなどの対策が前提となる。 

研究計画を詰めていくときの課題として、生体サンプルの保管、参加者への還

元としての結果通知・指導などシステム作り、特に、マンパワーの確保が実現

のキーとなる。県の全面的な援助が望まれる。 

上に述べたような対策が取られ、県立病院を中心にしっかりと体制が整備され

れば、その地域医療への波及効果は、計り知れない。 

・生活習慣病予防に自治体として地域の質の高い取組をすることは重要であり、

その基盤となる研究であると評価する。そのためには、単なる観察型のコホ

ート研究ではなく、疾患リスクをリアルタイムで表す生体指標を導入し、参

加者の健康づくりに直接還元できるシステムを構築する必要があると考え

る。 

千葉県民に特徴的ながん罹患構造が想定されるならば、そこに対象を限定して

実施することによって、成果を期待しうるかもしれない。がんセンター独自で

行うのであれば、対象を具体的に絞り込む必要があるように思われる。 
 
対応方針 

・千葉県のがん罹患を見ると依然として胃がんが第１位である一方、大

腸がん、乳がんが急増中であることなど、生活習慣の急速な都市化と

ピロリ菌感染をはじめとする、感染症をリスクとするがんの混在を特

徴とする発生がみられます。 
・県民個人個人の生活習慣と SNPs 等を用いた遺伝的な体質の把握によ
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り、個別のリスク要因に基づいたがん予防の情報提供と個別指導を衛

生研究所と協同で実施していきます。 
・コホート調査の対象者は検診受診者と県立病院受診者を中心に 5 年間
で６万人を目標としますが、データ管理室を構築整備し、受信者以外

に個別希望者の参加も可能とする 10 万人超の動的（ダイナミック）コ
ホートへと移行します。 

・千葉県に特徴的ながんの罹患構造は、循環器疾患や糖尿病等の生活習

慣病とある程度共通の生活習慣や遺伝的リスクを共有しており、また

禁煙指導など介入の効果が期待できます。地域の保健所及び市町村保

健担当部局と連携して、エビデンス(根拠)に基づく個別指導の方法と組
織的な基盤を確立していきます。 
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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礎的研究
及びその臨床応用への展開 

研究期間 平成 16 年度から平成 20 年度 

 
研究概要 

がん幹細胞は、がんの再発や転移、化学療法などへの抵抗性の原因になってい
ると考えられている細胞である。その存在は、固形がんではほとんど明らかには
なっていないが、難治性がんの新しいターゲットとなりうるものである。本プロ
ジェクトは、がん幹細胞単離し、その性質を解析することで、難治性がんの克服
を目指す。  
神経芽腫をもちいて、がん幹細胞を認識するためのマーカー蛋白質を探索してい

る。神経芽腫で発現している遺伝子を解析した結果、症例の予後に相関して発現

量の差がある遺伝子の中に、神経の発生や、幹細胞に関係しうるものが含まれて

いた。このことから、発現と予後に相関のある新規遺伝子の中には、神経芽腫の

がん幹細胞に特異的に発現するマーカータンパク質が含まれることが予想され

る。現在それらの遺伝子の全長をクローニングし、発がんへの影響を解析中であ

る。一方で、神経芽腫の細胞株には、腫瘍形成能が高く、分化能を持ったがん幹

細胞様の細胞(I-type 細胞)が存在している。また、神経芽腫の初代培養細胞は、
神経の正常な幹細胞と類似した細胞塊を形成することから、幹細胞を含んでいる

と考えられる。これらの細胞の遺伝子若しくはタンパク質の発現を調べることで

がん幹細胞の存在位置を明らかにする。今後は、肝臓がん、膵がんなど成人のが

んへ展開を予定している。 
 
主な指摘事項 

・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」と重複し、あえて独立したプロジェクトとして立ち上げる理由が明確

でない。  
現在までの研究成果の蓄積を十分に生かして遂行されますように。  

・競争の激しい分野であるが、神経芽腫という実績のあるツールを持って参入す

るのは先見性がある。しかし、同一臓器の小児と成人のがんの幹細胞の比較で、

がんの発生段階を明らかにしようというアプローチには、疑問が残る。治療、

発がんメカニズムからは、正常幹細胞とがん幹細胞の比較がより重要ではない

だろうか。  
がん幹細胞をどのように定義するかの議論はあるが、がん発生の幹細胞起源説

の証明は極めて重要な課題で、これまでに蓄積された実績を基盤とするこの研

究課題は非常に高く評価できる。  
 

 
対応方針 

・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」は、疾患と関連する新規遺伝子の解析を通してゲノム創薬へ展開する

プロジェクトですので、本課題とは内容が基本的に異なります。しかし、研究

の過程では、重複が起きないように十分に注意いたします。  
・神経芽腫の場合、その正常組織である副腎髄質や交感神経節の入手は不可能で

す。したがって、ともに神経幹細胞に由来する小児の神経細胞のがんである神

経芽腫と、成人のグリア細胞から発生する脳腫瘍を比較検討することにより、

問題解決の糸口がつかめるとの仮説を立てました。その検証の過程で、新たな

発見が生まれ、新しい診断法や治療法開発の契機が生まれるものと考えていま

す。  
・ がん幹細胞の同定により、これを特異的にターゲットする治療法の開発を行

いたいと考えています。  
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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 

 
研究概要 

遺伝子発現でがんの性質を予想し、がんの個性に合った治療方針決定に役立てる

ことを目的に、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。このチップを用いて小児腹部腫瘍の神経芽腫の遺伝子発現を

解析し、予後に関わる遺伝子を統計的に選び出した。これらの遺伝子の上位 200

個を搭載した診断用チップを作製するとともに、それを用いた新しい診断システ

ムを開発した。現在全国の臨床施設の協力のもと、実用化の最終段階として臨床

検査会社による試験を行っている。さらに同様の手法により、11,000 個の遺伝

子の DNA チップを用いて、肝芽腫、成人肝がん、肺がん、脳腫瘍について遺伝子

発現解析を進めている。肝芽腫と成人肝がんについては、統計解析により患者予

後と強く関連する遺伝子発現パターンを抽出し、データの検証を行っている。今

後は、更に成人がんの組織バンクの充実をはかり、解析症例数を増やして、より

広くがんを網羅した信頼度の高い診断チップの作製と実用化を目指す。このよう

なチップは、オーダーメード医療の実現に大いに貢献するとともに、県内外のバ

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 

・ポストゲノムシークエンス時代での目玉の一つであるオーダーメイド医療の実

践をこれまでの成果を基に確立しようとするものである。  
・千葉県がんセンターでしか成し得ないところまで、すべてを固めている。  
現在までに世界的な蓄積がある。  

・ミニチップを用いての診断応用まで来ており見事である。  
既に臨床応用の段階であり、今後のさらなる発展が期待できる。民間との連携

も評価でき、千葉県が世界に誇れる研究であると考える。  
これまでに蓄積された研究資源を活用した神経が腫に対する診断用チップの

開発など、極めて優れた成果を上げられており、さらに肺芽腫、成人の肝がん、

肺がんなどを対象とする研究の展開を図ることは妥当な計画と高く評価でき

る。  
 

 
対応方針 

次の目標として、 

1) より多くの遺伝子を網羅した解析を可能にする新たな DNA チップの作製

（13000 個の遺伝子の搭載を予定） 

2) 神経芽腫診断チップの検証とさらなる改良 

3) 当センターのがん組織バンクを有効使用した成人がんの遺伝子発現パターン

データの蓄積とデータベース化 

4) 3)のデータの統計的解析によるがんの悪性度に関連する遺伝子の探索を行

い、神経芽腫のみならず肝芽腫、肝がん、脳腫瘍、肺がん、乳がんなどの解

析を通して、より広くがんを網羅した信頼度の高い診断チップの作製と実用

化を目指す予定です。 成果の迅速な実用化のため、引き続き民間との共同研
究を進めます。 
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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１９年度 

 
研究概要 

がんは遺伝子の異常により起こることが明らかになり、細胞ががん化すると正

常組織とは異なる遺伝子を発現するようになる。また、同じがんでも、治りやす

いがんと治りにくいがんとがある。当研究部ではこれまでに、がん部と非がん部

とで異なって発現している新規遺伝子や、同じがんの中でも予後の異なる腫瘍群

間で発現の異なる新規遺伝子を多数同定し、その中の複数の遺伝子について機能

解析を進めてきた。しかし、今後その規模を拡大し、我々が抽出した新規遺伝子

の中から、がんのみならずヒト疾患の原因に関連する独自の新規遺伝子を同定

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。過去１年間では、神経芽腫より新規に同定した NEDL1, NEDL2, 
BMCC1 に関して機能解析が進み、がんや神経変性疾患の重要な遺伝子であるこ
とが明らかになった。今後、継続して、機能が明らかになってきた疾患関連遺伝

子の解析を、動物モデルを含めた実験系で更に解析し、診断・創薬へつながる研

究へと展開する。一方、まだ解析に入っていない重要と思われる大量の遺伝子に

ついては、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

クトへの展開を図る。 
 
主な指摘事項 

・DNA チップでの成果を確実に生かしており、評価に値する。  
・NEDL1、BMCC1 等独自のものの解析を進め成果を上げつつある。  
順調に研究は進展している。今後民間との連携、共同研究の推進がますます重

要になると考えられるので、その面での充実が期待される。  
この課題はテーラーメイド医療の基盤研究として大いに評価し得る。ただし、

対象とする腫瘍あるいは疾患を広げすぎると、指標となる遺伝子、分子が見え

にくくなる可能性もあるかと思われ、対象はある程度限定して展開することが

効果的ではないかと思われる。  
 

 

対応方針 

・NEDL1, NEDL2, BMCC1 の機能解析については、さらに研究を進め、細胞内にお

ける主要な機能について明らかにしていく予定です。また、並行して、がんに

おけるこれらの遺伝子の機能的役割についても解析を進めます。 

・これらの遺伝子の機能解析は、すでに企業との連携によって行われており、将

来的には、マウス等の実験動物の系を用いてそれらの機能を明らかにしていく

予定です。 

・これらの遺伝子は、基本的には神経組織に特異的に発現しているため、対象と

する腫瘍あるいは疾患は神経組織に由来するものに限定する予定です。 

・できるだけ、マウスなどによる個体レベルでの機能解析に移行し、これらの遺

伝子産物を標的にした治療薬の開発につなげたいと考えています。 
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研究課題名 がん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 平成 10 年度から平成 19 年度 

 
研究概要 

がんは環境中の有害物質などによりゲノムに異常が起こり発症する。近年この

異常パターンが、がんの特性に関わっていることが明らかにされた。そこで本

課題では、がんのゲノムを詳細に解析し、異常部位に存在するがん関連遺伝子

の同定と、がんの性質と強く関わる特定のゲノム異常パターンを利用したがん

の新しい診断法の開発を目指す。これまでに神経芽腫 270 症例についてアレイ

CGH 法による網羅的なゲノム解析を終え、予後と強く関わるゲノム異常のパタ

ーンを見出した。今回はこの成果に遺伝子発現データを統合し、既存の予後マ

ーカーを調べることなくがんを更に細かく層別化できることを見出した。また、

ゲノム異常と発現が強く相関する遺伝子が複数同定されたので、がんの発症・

進展との関連性について詳細な解析を進めている。今後はこれらの成果をもと

に、先に開発した神経芽腫診断チップの更新と、個別の候補遺伝子の機能解析

を通して創薬に結び付けることを目指す。同様に肝芽腫と成人肝がんの 80 症例

についてアレイ CGH 解析が終了しており、これらについては今後解析サンプル

数を更に増やすことに力を注ぐ。これらの成果は来るべきオーダーメイド医療

実現に貢献するものと強く期待される。 
 
主な指摘事項 

1) 候補領域を更に絞るためには新たな戦略が必要であり、今後重要な
課題となると考える。  

2) 研究計画を更に進めるには予算や人員の裏付けが必要だが、現状で

大丈夫か。 

3) N-MYC 増幅例でも予後良好群とそうでないものに分けられる等成果

を挙げている。 

4) アレイ CGH と cDNA アレイの組み合わせは今後有用であると期待され

る。そのための基礎研究として興味ある知見が次々と得られている。

しかし、アレイ CGH でカバーできるゲノム異常は大きな限界があり、

神経芽腫以外でも同じ戦略でよいか疑問が残る。 

5) 小児腫瘍と成人腫瘍とでは発生過程に関わる遺伝子変異の態様にか

なり相違のあることが想定され、特に成人腫瘍では同一腫瘍組織内で

の多様性の見られることも少なくない。したがって、同一腫瘍でもマ

スとして扱わずに、マイクロディッセクションなども応用したきめの

細かい解析が必要と思われる。 
 
対応方針 

1) 新たな戦略として、同一腫瘍に対して遺伝子発現とゲノム異常のデ
ータを統合するとともに、腫瘍に附随した様々な臨床情報をデータベ

ースとして整理し、典型的なタイプ、特殊なタイプ等の解析を通して

それぞれの特徴を抽出することにより、候補領域を更に絞る予定です。

2) 積極的に競争的外部資金を取り入れる努力を継続します。 

3) ゲノム異常パターンを元に腫瘍を分類することで、より細かいがん

の悪性度の予測が可能となることが示されました。この成果を神経芽

腫の診断チップの改良に迅速に応用し、治療成績の向上に役立てます。

4)及び 5)癌種により特徴的なゲノム異常と遺伝子発現異常が異なるが、

ゲノム解析と遺伝子発現解析の両方で細かく解析を継続しデータを蓄

積することにより、それぞれの癌に適した診断法の構築を目指します。
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研究課題名 DNA 損傷修復と制がん剤耐性獲得機構の分子生物学的研究及びその
臨床応用 

研究期間 平成 10 年度から平成 20 年度 

 
研究概要 

抗がん剤に対するがん細胞の抵抗性の有無を規定する重要な蛋白質は、がん細

胞死を積極的に促進する機能を持つ p53 ファミリーに属する p53, p73 及び p63
である。抗がん剤に暴露されたがん細胞において、これらの蛋白質が本来の機能

を発揮できるか否かが、がん細胞の抗がん剤耐性の有無を決定していると考えら

れる。今回、シスプラチンによる p73 の活性化が IKK-α欠損細胞では認められ
ず、ATM 欠損細胞では IKK-αの核内蓄積に伴う p73 の活性化が検出されない
ことから、ATM/IKK-α経路がシスプラチンによる p73 の活性化に重要な役割を
担っていることを明らかにした。また、酵母の two-hybrid 法によって p73 結合
蛋白質として PKA を同定した。PKA は p73 のアミノ末端領域のリン酸化を介
して、p73 の活性を特異的に阻害することが判明した。さらに、DNA 修復複合
体の中心メンバーである NFBD1 が非リン酸化型の p53 と直接結合することに
よって、アドリアマイシン処理に応答した p53 の Ser-15 のリン酸化を抑制し、
その活性化を阻害する新たな機能を持つことを見出した。今回、明らかにした

p53 ファミリーの新たな制御機構は、がん細胞における抗がん剤耐性獲得の仕組
みの解明に貢献するものと期待される。  

 
主な指摘事項 

・新規の p53機能を調節する因子の発見を示唆するデータ等成果を挙
げている。 

p53 に依存しないアポトーシス経路の解明は、特に臨床応用の面で
重要である。今後研究を更に進め、p73 活性化制御に特異的な分子
標的を同定することが期待される。p53 と p73 のアポトーシスの系
のクロストークについても研究が必要と考える。 

 
 

 
対応方針 

・これまでの研究成果を基盤として、研究の連続性を重視することに

よって、現在の研究レベルを維持し、さらに国際的な評価に耐えう

る研究の展開を考えてまいります。 

・p53 に変異を持つ難治性のがんに対しては、p73 の活性化による制

がん剤感受性の向上が期待されています。したがって、今後も p73

の活性制御に関与する特異的な分子を同定し、p73 の活性化による

制がん剤耐性を克服する手法を考えていきます。また、制がん剤に

応答した p53 と p73 の活性化の仕組みの相違点並びに類似点に着目

した研究を考えていきます。 
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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とその臨床
応用に関する研究 

研究期間 平成 15 年度から平成 18 年度 

 
研究概要 

神経芽腫は、個体発生の過程の異常により生じる小児がんである。神経芽腫由来

の LMO3 と HEN2 をアデノウイルスを用いて神経芽腫細胞株に過剰発現させ、
細胞増殖と遺伝子発現について検討した。その結果、LMO3、HEN2 又は両遺伝
子の過剰発現はいずれも細胞増殖を抑制した。これらの細胞では神経発生や神経

分化に働く Mash1 等の発現が増加しており、LMO3 と HEN2 は神経芽腫の分
化及び増殖を制御することが示唆された。次に、両蛋白質による Mash1 の転写
調節を調べた。HES1 は Mash1 の転写を抑制して神経分化を制御することが知
られている。HEN2 の単独過剰発現はこの Mash1 の転写を抑制した。しかし、
一方において、HEN2 は HES1 蛋白質による Mash1 の転写抑制を阻害して、そ
の転写を促進させた。この時 LMO3 が共存すると、Mash1 転写活性能は更に増
加した。以上の結果から、予後不良な神経芽腫に高発現している LMO3 と HEN2
は、複合体を形成して Mash1 の発現促進に関与していることが示唆された。さ
らに HES1 を介した制御機構が存在する可能性が考えられた。  

 
主な指摘事項 

・この研究は、神経芽腫の発生過程の解明だけでなく、その成果は神

経細胞に注目した多種の医療へ応用されることが期待できる。 
 

 

対応方針 

・本研究の対象としている遺伝子は、神経芽腫という小児がんの中で

も難病と言われるがんの発生に深く関わるものであり、独自に明ら

かにした新しい分子機構です。したがって、私たちのオリジナリテ

ィを重視し、この解析から、神経芽腫の発がん機構をターゲットに

した新しい治療薬の開発へと展開したいと考えています。 
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研究課題名 低酸素とがんの転移に関する分子細胞生物学的研究及びその臨床
応用 

研究期間 平成１５年度から平成２２年度 

 
研究概要 

高転移性肺がん細胞が、低転移性細胞と比較して、HIF-1α  遺伝子を高発現
しているため、低酸素下で HIF-1 を多く産生し、その結果 VEGF を多量に産
生し血管新生を亢進することを見出してきた。また、HIF-1α  遺伝子の転写亢
進に PI3K-Akt シグナル経路の活性化が関与していることを見出してきた。本
年度は、（１）活性酸素種（ROS）が高転移性細胞で多く産生されていること、
（２）ROS はミトコンドリア由来であること、（３）ROS により Akt が活性化
されること、（４）抗酸化剤により HIF-1α  遺伝子の転写が抑制されること、
（５）過酸化水素を低転移性細胞に作用させると HIF-1α  遺伝子の転写が促進
されること、を明らかにした。一方、神経芽細胞腫における低酸素応答遺伝子

を、DNA チップを用いて網羅的に解析したところ、既知の遺伝子以外に数種類
の未報告の遺伝子を見出した。そのうちの１つは HECT 型ユビキチンライゲー
ス NEDL1 であった。NEDL1 は Wnt シグナル伝達系の Dishevelled1 をユビキ
チン化すること、家族性筋萎縮性側索硬化症（FALS）に関連することが報告さ
れている。今後、低酸素—HIF—NEDL1 という関連が発生分化や FALS と如何
に結びつくのかを解析するとともに、NEDL1 以外の低酸素応答遺伝子につい
ても機能解析を行い、がんや発生分化等との関連を検討して行く予定である。 

 

主な指摘事項 

・テーマは良いとしても焦点を絞って重点的に行う必要がある。 
・研究の進展が見える。HIF-1α、Tg マウスでの検討が望まれる。Tg
マウスを開発した研究グループ(佐賀大医)などとの共同研究も考えら
れたい。 
低酸素状態で発現の上昇する遺伝子は HIF-1 以外にも多々あるとの
ことであり、低酸素とがん転移のテーマの展開として、多様な機能の

想定されている HIF-1 のみを重点的に追求することが妥当か否か、若
干の疑問を感じる。 

 
 
対応方針 

・現在は焦点となる重要なポイントを探索している段階ですが、見つか

り次第それを重点的に行う考えです。 

・Tg マウスを使った共同研究も今後積極的に行う予定です。 
・低酸素状態で発現の上昇する遺伝子の中には HIF-1 を介さないものも
たくさんあると考えられますので、それらの解析も行い、重要と考え

られるものを重点的に研究して行く考えです。 
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研究課題名 トランスレーショナルリサーチによる新治療体系の確立に関する基
盤研究 

研究期間 平成 16 年度から平成 20 年度 

 
研究概要 

千葉県がんセンター研究局では平成 16 年に、トランスレーショナルリサーチ
（TR）グループを研究部門横断的に組織し、がんの治療成績向上のための研究
を開始した。まず、乳腺外科との共同研究では、ハーセプチンの適応を決定する

ための HER-2 遺伝子の増幅について FISH 法を用いて試験を開始した。確認試
験として、過去の 51 例の乳がん患者の病理標本について検討し、満足する結果
が得られることが明らかになった。本試験として平成 17 年 3 月に第１例目の検
査依頼を受け、本格的にこの研究が開始された。次に、呼吸器科との共同研究で

は、非小細胞肺がんに対するイレッサの治療効果とがん遺伝子 EGFR の突然変
異について検討すべく準備を開始した。さらに、病理診断の精度をあげるための

遺伝子解析も行う予定である。例えば、整形外科で扱う骨軟部腫瘍は症例数がき

わめて少なく、病理診断も困難な場合が少なくない。近年、骨軟部腫瘍で転座型

遺伝子を持つものが報告され、これらの転座型遺伝子の有無は診断上、非常に有

用であることが明らかになってきている。ユーイング肉腫  t(11；22)、滑膜肉腫
t（X；18）及び横紋筋肉腫 t（2；13）での準備を開始した。一方、TR では凍
結保存組織の活用が必須となる。そのためには同意書の有無が重要であり、カル

テでの検証を精力的に行った。また、凍結保存組織への情報の付加も行った。個

人情報保護法の施行に合わせた TR のインフラの整備を最優先課題とした。  

 
主な指摘事項 

・時代の要請ではある。  
・臨床側とどのような体制作りをするかがポイントであり、その点の更なる強化

が望まれる。  
・独創性・新しさが見られない。県民への還元と言う意味では重要であるが、「研

究」としてどう発展させるのかが不明確。むしろ、病院に遺伝子診断部を作っ

て、研究局との共同という形で進めた方がよいのではないか。  
「トランスレーショナルリサーチによる新治療体系の確立」の課題は重要であ

るが、文面に記載されている内容には新規性・独創性はない。神経芽腫に関す

る諸課題でこれまでに培われた手法を駆使して、成人の乳がん、肺がん、骨肉

腫、軟部腫瘍を対象として研究展開することは、千葉県がんセンターの課題と

して高く評価できる。  

 
対応方針 

治療に役立つ情報を研究者側から臨床側に提供し、それを患者さんの治療に活

用するのが研究局と医療局の共同研究のあり方であり、このシステムを確立する

のが時代の要請と思われます。この目的のため、医師が真に知りたいことに応え

るべく、２種類の対応方針を立てています。１つは、治療方針の決定にすぐに役

立つ研究成果を出すことであり、乳がんに対するハーセプチンや肺がんに対する

イレッサの使い方に役立つ情報を提供しています。２つ目は少し時間がかかりま

すが、乳がんや肺がんなどその悪性の程度は症例ごとに多彩であり、転移のしや

すさ（しにくさ）や抗がん剤の効きやすさ（効きにくさ）などを規定しているも

のは何かを、千葉県がんセンターが保有する DNA チップ開発にかかるこれまで
の知見を活用して解明する予定です。このために、研究局に研究部門横断的に「ト

ランスレーショナルリサーチ部門」を立ち上げ、有機的に、それぞれの部門の技

術を結集して研究成果が出せるように計画しています。これらの研究成果は医師

が真に知りたいと望んでいるものであり、治療成績の向上を目指して、緊密な協

力関係のもとに実施しています。  
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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年度から平成１６年度 

 
研究概要 

転移関連遺伝子として S100A4 を見出し、その機能解析を行った。その結果、
１）肺がん細胞において S100A4 遺伝子の発現と浸潤性とが極めて良く相関す
ること、２）高転移性肺がん細胞において S100A4 の発現を抑制すると浸潤・
転移能が抑制されること、３）ヒト大腸がんの手術材料において、浸潤の程度と

S100A4 の発現が正の相関を示すこと、４）IFNγがヒト大腸がん細胞株におけ
る S100A4 の発現を抑制し浸潤を阻害すること、５）S100A4 がカルシウム依存
性にトロポミオシンに結合すること、６）S100A4 がメチオニンアミノペプチダ
ーゼ２と結合すること、７）S100A4 が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、８）S100A4 が悪性グリオーマの浸潤を促進すること、を
明らかにした。また、S100A4 の白灰質アストロサイトにおける役割をスウェー
デンウプサラ大学との共同研究で解析した。その結果、S100A4 の発現を RNAi
で抑制すると、ラミニンに対する運動能及び浸潤能が顕著に促進されること、こ

れに伴いグリア繊維酸性タンパク質及びアクチンの発現あるいは存在様式が変

化すること、MT1-MMP、MMP-9 の発現量が増加することが明らかになった。
本研究課題の成果については、発表論文が数多く引用されるなど波及効果は十分

にあったと考えられ、研究目標は一応達成できたと考えられる。  

 

主な指摘事項 

・興味深い研究成果が得られた。今後、新しい課題での発展を期待する。  
転移関連遺伝子 S100A4 は、ガン細胞の浸潤・転移に促進的に作用する可能
性が示唆され、他方正常のグリア細胞では運動性を制御するとの結果は矛盾す

る結果と受け止められ、追求すべき課題が残っているが、得られた成果を基に

新たなテーマへの展開の一助とされることを期待したい。  
 
 
 
 

 
対応方針 

がん細胞とグリア細胞における S100A4 の作用の違いは、異常な細胞と正常
な細胞での作用の違いを表す興味深い結果であり、今後追求する価値のある課題

と考えます。今後は、新しい課題での発展をめざして益々努力する考えです。  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


