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１ 総 括 
  千葉県がんセンター（研究局）では、１９の研究課題に取り組んでおり、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、１０課題を中心に審議さ

れました。 
 千葉県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、研究体制の再編、外部資

金の積極的導入、国内外からの優秀な研究者の受入れ等を行うなど、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。 
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、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や、新規重要遺伝子を標的とした創薬などをベースに、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。 
また、各研究課題については、より効率的・効果的な実施等に資するべく、課題評価専門部

会から改善等が望まれる事項を指摘されており、その主な指摘事項及び対応方針の概要は下表

のとおりです。 
  なお、各研究課題の所見・指摘事項に対する対応方針は、２の課題評価結果対応票のとお

りです。 
 
区

分 研究課題名 主な指摘事項等 対応方針 

中

間 
評

価 

千葉県における大規模

前向きゲノムコホート

研究※1による生活習慣

病罹患リスク評価と個

人向け予防法の確立 

・ ・県が本腰を入れて支援さ

れれば、極めて重要な研究

となる。県としての支援を

切に願う。 
 

・がん・生活習慣病対策のため

に重要な研究であり、千葉県

衛生研究所との協働事業とし

て推進していく。 

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※2へ

の展開 

・非常に重要であり、かつ、

国内外における本研究グル

ープの優位性も明らかな研

究プロジェクトであるが、

もう少し、創薬への道筋を

明らかにする必要があるの

ではないか。特に、企業の

参画に関して、具体的な方

策が求められる。 

・新規細胞膜受容体※3を標的

とした治療用抗体の作製に関

しては、共同研究グループを

作り、国の大型研究助成金申

請を行っている。治療用化学

物質のスクリーニング※4に関

しては、現在スクリーニング

系を持っている大手製薬会社

との折衝を行っている。 
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中

間 
評

価 
 

がんの転移と腫瘍内微

小環境に関する分子細

胞生物学的研究及びそ

の臨床応用 
 

・着実な進展が見られる。

ただし、本分野は世界的に

も競争が激しい分野であ

り、解析対象の絞込みも必

要となるかもしれない。 

・解析対象をがんセンターの

独自色が出せるものに絞り込

んで行く予定である。 

中

間 
評

価 
 

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 

・評価対象となった各研究

課題の中で、昨年度から最

も大きな進展が見られたプ

ロジェクトである。今後は、

課題名にもある臨床応用に

関し、トランスレーショナ

ルリサーチ※5 研究的な展開

も求められる。 

・同一がん患者の原発巣およ

び転移巣を用いて解析を進

め、興味ある結果が得られた

らトランスレーショナルリサ

ーチ的な研究に展開する。 

中

間 
評

価 
 

がんのゲノム異常及び

遺伝子発現の網羅的解

析とその臨床応用 

・千葉県がんセンターとし

ての特徴をどう出すのか、

工夫が必要である。 

・これまでに収集した遺伝子

断片を搭載した自家製 DNA
チップを用いて解析を行って

おり、当センター独自の遺伝

子に基づく成果が期待され

る。 
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 

・まだ、目を見張るような

進展は見られないが、ゲノ

ムセンターにおける解析と

カップリングさせること

で、一層、充実した研究推

進が望まれる。 

・幹細胞性遺伝子のがん細胞

における機能解析を、ゲノム

センターとの協力によって推

進して行く。 

中

間 
評

価 
 

神経芽腫発がんにおけ

る細胞周期進行抑制因

子の役割 

・単なる細胞生物学的知見

を得るための研究から、が

ん進展の機構の解明の研究

に進化させることを心がけ

てほしい。 

・細胞生物学的知見で得られ

た情報を基に、患者検体の解

析を行い、がんの新規治療開

発に向けて研究を進める。 

中

間 
評

価 
 

低酸素応答遺伝子の細

胞分化及び個体発生に

おける役割の解析 

・本研究課題に関しても、

いまだ、結果が得られてい

ない段階ではあるが、前記

の神経芽腫関連遺伝子群と

同様に、胚発生における機

能の解析結果を、がんの進

展の分子機構の理解と、さ

らに、治療の分子標的の同

定に、いかにつなげるかが

重要である。 
 

・本研究で対象にしている遺

伝子の産物は、胚発生ばかり

でなく、がんの発生や進展に

深く関与するWntシグナル伝
達経路※6 に影響を与えること

が明らかになったので、がん

の進展の分子機構の理解に役

立つばかりでなく治療のため

の分子標的の同定にもつなが

るものと考えている。 

【注釈】 
※1【前向きゲノムコホート研究】ある一定の時点から将来に向かって（前向き）、遺伝

子（ゲノム）情報を活用し、病気の原因と思われる要因を持っている集団と持ってい
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ない集団に分けて長期間追いかけ、病気の発生状況を比べることにより、原因を明ら

かにしていく研究方法（コホート研究）。 
※2【ゲノム創薬】ゲノム（遺伝子）情報を活用し、医薬品をつくりだすこと。 
※3【受容体】特定の刺激に対して、特定の種類の反応を引き起こすように感受する、蛋白

質からなるもの。 

※4【スクリーニング】ふるいにかけ、条件にあったものを選び出すこと。 
※5【トランスレーショナルリサーチ】基礎的な研究成果を臨床に応用することを目的にチ

ームで行う研究のこと 
※6【Wnt シグナル伝達系】発生過程における細胞の運命決定において重要な役割を担って

いるWntシグナル経路には、Wnt/β-catenin経路（カノニカル経路）、Wnt/β-PCP経

路（ノンカノニカル経路）、Wnt/カルシウム経路の少なくとも３種類が存在する。 
 
 
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 千葉県における大規模前向きゲノムコホート研究による生活習慣病罹患リ

スク評価と個人向け予防法の確立 
研究期間 平成17年度～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

因子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、最終的には

３０万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、個人の体質にあった健康指針を得ることを目標とする。調査対象は、

千葉県住民で県内実施の健康診断受診者及び一般健康市民で本研究に参加

を希望するものである。 
評価項目            所     見 
１．研究計画の
重要性 

・長期間にわたるコホート研究は、国の研究費では十分にカバーできない

部分も多く、是非とも継続して進めていただきたい。 

２．研究課題を

県が行う必

要性 

・県として、本腰を入れた支援があれば、極めて重要な研究となる。 

評価項目 指摘事項  対応方針 

１．研究計画の

重要性 
①研究目的の重要性は明らか。

ただし、県単位で行わなけれ

ば、県民の健康増進につなが

る成果が得られないのかとい

う点は、もう少しデータ的裏

付けが必要か。 

①県の行政が関与することが最も重要で

あり、県の支援のもとで県民の健康に

対する意識を高めることができれば健

康増進につながる成果が得られると考

えられる。県内外の有識者を含め具体

的かつ詳細に研究計画を詰めてゆく。



  

4 

３．研究計画の

妥当性 
②インフォームド・コンセンﾄ※1

及び倫理審査体制をどの様な

遺伝子について解析するかが

重要である。 

③今後、研究組織・計画を構築

する必要がある。 

④国内の専門家による推進委員

会を組織し、長い期間フォロ

ーしてもらうことが重要では

ないか。 

②倫理審査体制を作るためのワーキング

グループを組織し、慎重に検討する。

 

 

③分子疫学コホート調査研究ワーキング

グループを早急に組織する。 

④既に国内の専門家を加えた千葉県大規

模コホート調査研究推進準備委員会を

開催し、正式に推進委員会を組織する

体制を整備した。 
４．研究資源の

妥当性 
 

⑤リンパ球などの生物試料の可

能性も検討が必要である。 
 
 

⑤DNAと同時にバフィーコート（血液
を凝固抑制剤を加えて遠心分離した時

に形成される主に白血球からなる層の

こと）および血漿の凍結保存も行なう

予定である。 
 

６．総合評価 
 

・県が本腰を入れて支援されれ
ば、極めて重要な研究となる。
県としての支援を切に願う。

・ がん・生活習慣病対策のために重要

な研究であり、千葉県衛生研究所と

の協働事業として推進していく。 
【注釈】 
※1【インフォームド・コンセント】「正しい情報を得た（伝えられた）上での合意」を意味する概念。 
 
 

＜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19年度 
 
研究概要 

独自に作製した小児がんに由来する大量の遺伝子プールから新規の重要

遺伝子を絞り込み、機能解析を行ってきた。その結果、約１５個の新規遺

伝子の中から、がんのみならず家族性筋萎縮性側索硬化症（ALS）※1の発症

に関わると思われるNEDL遺伝子※2を見いだし、その神経細胞死誘導にがん

抑制遺伝子p53※3が関与することを明らかにした。 

また、一番染色体短腕の新規がん抑制遺伝子を同定※4した。さらに、新た

な機構で細胞の増殖を促進する新規膜蛋白質、その発現が高くなると細胞

の死を誘発する機能を持つ新規細胞膜蛋白質、細胞内新規シグナル伝達分

子、高リスク神経芽腫※5に特異的に発現する発がん遺伝子などを同定し機

能を明らかにした。現在、それらのモデルマウスを作製中である。 

 
評価項目            所     見 
１．研究計画の
重要性 

・小児がんｃＤＮＡ※6プロジェクトからスタートし、継続的に発展してい
ることから、高く評価できる。 

・いずれも新たながんの発生と進展の分子機構に迫る研究であり、大変に

重要な研究である。 
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２．研究課題を

県が行う必

要性 

・県としての財産であり、実用化まで含めて県が行うことが望ましい。 

・ 当該研究領域は、千葉県がんセンターが世界をリードしており、今後の

成果の生み出す知的財産等を考えても、千葉県が行う必要性が高い。 

３．研究計画の 

妥当性 
・個々の戦略は適切である。 

・全体的に、先進的な解析手法が用いられ、かつ、個々に、よく考えられ

た研究計画となっている。 

５.研究成果の

波及効果及

び発展性 

・創薬への展開を視野に入れた指向性は、高い波及効果をもたらし、がん

治療への発展性も高い。 
 

６.総合評価 ・平成１８年度から平成１９年度の間は、多くの成果が発表された。更に

大きく発展することを期待する。 

 

評価項目 指摘事項  対応方針 

３．研究計画の

妥当性 
①研究テーマが拡がってきてい

るが、分子標的を目指して重点

を置く必要はないだろうか。 

①これまでの成果の中から、すでに３つ

の遺伝子に焦点を絞り、創薬スクリー

ニングおよび治療用抗体作製を立ち上

げるべく、共同研究体制の確立を目指

している。 
 

６.総合評価 ・非常に重要であり、かつ、国

内外における本研究グループ

の優位性も明らかな研究プロ

ジェクトであるが、もう少し、

創薬への道筋を明らかにする

必要があるのではないか。特

に、企業の参画に関して、具

体的な方策が求められる。 

・新規細胞膜受容体を標的とした治療用

抗体の作製に関しては、共同研究グル

ープを作り、国の大型研究助成金申請

を行っている。治療用化学物質のスク

リーニングに関しては、現在スクリー

ニング系を持っている大手製薬会社と

の折衝を行っている。 

【注釈】 
※1【家族性筋萎縮性側索硬化症】手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉がだんだんやせて力がなくな

っていく病気。筋肉そのものの病気ではなく、筋肉を動かし、かつ栄養している運動神経細胞が死ん

でしまうためおこる。 
※2【NEDL遺伝子】千葉県がんセンター研究局で見つけ、命名した新規遺伝子の名前。 
※3【 がん抑制遺伝子 p53】最も重要ながん抑制遺伝子（正常細胞ががん細胞になるのを防ぐ遺伝子）の一

つ。 
※4【同定】性質を明らかにすること。 
※5【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。お腹の中の腎臓の上にある副腎や、お腹や胸の中にある神経細胞の塊である

交感神経節などにできる。 
※6【cDNA】遺伝子の断片。 
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＜課題評価結果対応票＞ 
研究課題名 がんの転移と腫瘍内微小環境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～平成22年度 
 
研究概要 

低酸素下のがん細胞が“がん幹細胞※1”様の性状を示すのではないかとい

う仮説をヒト肺癌細胞株※2を用いて検証し、低酸素下培養により分化関連

遺伝子の発現低下が起こるとともに幹細胞関連遺伝子の発現が亢進し、そ

れに伴い転移能が亢進すること、及び低酸素応答で中心的役割を果たす転

写因子 HIF※3 の阻害剤がこれらの遺伝子変化や転移能の亢進を抑制するこ

とを明らかにした。また,昨年度見出したミトコンドリアND6遺伝子中※4の

ミスセンス変異※5が転移能の亢進に働いているのではないかという知見を

更に発展させ強固な確証を得ることを目的に筑波大林研究室と共同実験を

実施し、ND6遺伝子中のミスセンスあるいはナンセンス変異※6が活性酸素種

の産生を促進し、これが原因で Mcl-1※7及び HIF-1※8、VEGF※9の発現が亢進

され、高いアポトーシス※10抵抗性と血管新生能※11を獲得すること、及び活

性酸素捕捉剤※12が転移を抑制することを明らかにした。 

評価項目            所     見 
１．研究計画の
重要性 

・きわめて独自性の高い研究である。 

・腫瘍の生物学的特質の中でも、転移は治療を考える上で、最も重要な現

象であり、大変に重要な研究課題である。 
３．研究計画の

妥当性 
・共同研究など、適切に行われている。 

・がんの低酸素環境と幹細胞的形質との関連に着目し、詳細な解析を進め

ており、大変に妥当な研究計画となっている。 

４．研究資源の

妥当性 
・今後の臨床材料の検討（特に原発・移転のセット）に期待ができる。 

５．研究成果の

波及効果及

び発展性 

・がん転移抑制の新たな分子標的の同定へと発展する可能性が高く、創薬

などの分野への波及効果も大きい。 
 

評価項目 指摘事項  対応方針 

６．総合評価 
 
 
 
 

・着実な進展が見られる。ただ

し、本分野は世界的にも競争

が激しい分野であり、解析対

象の絞込みも必要となるかも

しれない。 

・解析対象をがんセンターの独自色が出

せるものに絞り込んで行く予定であ

る。 
 

【注釈】 
※1【がん幹細胞】がん細胞が増殖・分化する基となる細胞のこと。 
※2【細胞株】培養条件などを工夫し、ほぼ無限に増えるようになった細胞のこと。 
※3【HIF】酸素濃度が低い環境下の細胞中で誘導され、種々の遺伝子の発現を調節する因子。

Hypoxia-inducible factorの略。 

※4 【ND6遺伝子】ミトコンドリアDNA上に存在するNADHデヒドロゲナーゼ遺伝子であり、呼吸鎖酵素複
合体Ⅰのサブユニットの１つ。 

※5【ミスセンス異変】遺伝子上の、あるアミノ酸に対応するコドン（アミノ酸配列を規定するための情報
をもつ核酸塩基の配列）の塩基配列が、突然変異により変化し、別のアミノ酸に対応したコドンにな
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ること。 

※6【ナンセンス異変】遺伝子上の、あるアミノ酸に対応するコドン（アミノ酸配列を規定するための情報
をもつ核酸塩基の配列）の塩基配列が、突然変異により変化し、どのアミノ酸にも対応しないコドン

になること。 

※7【Mc1-1】細胞の死を抑制する作用を有する蛋白質の一つ。 
 

※8【HIF-1】酸素濃度が低い環境下におかれた細胞中で、発現が誘導される転写因子のこと。 
 

※9【VEGF】血管内皮増殖因子（vascular endothelial growth factor）の略語。 
 

※10【アポトーシス】細胞の死。 
 

※11【血管新生態】新たな血管形成を誘導する能力のこと。 
 

※12【活性酸素捕捉剤】活性酸素種の量を減ずる作用を有する薬剤のこと。 
 
 

＜課題評価結果対応票＞ 
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～平成22年度 
 
研究概要 

ルイス肺癌由来高転移性細胞※1では、低酸素応答転写因子 HIF-1 のサブ

ユニットであるHIF-1α、血管内皮増殖因子VEGF及び抗アポトーシス蛋白

質 Mcl-1 の発現が亢進されている。また、ミトコンドリア由来活性酸素種

が過剰産生されており、ミトコンドリアに何らかの異常があることが推察

されている。そこで、ミトコンドリアDNA (mtDNA)の塩基配列を調べたとこ

ろ、ND6遺伝子中にミスセンス変異があることが判明した。次に、低転移性

細胞の mtDNA をこの変異 mtDNA で完全に入れ換えた細胞質雑種細胞株を作

製したところ、この細胞株では HIF-1α, VEGF 及び Mcl-1 の発現増加と伴

に転移能も亢進することが判明し、転移能と ND6 ミスセンス変異が関連し

ていることが明らかになった。さらに高転移性細胞に活性酸素捕捉剤

N-acetylcysteinを処理すると、HIF-1α、VEGF及びMcl-1の発現が抑制さ

れ、転移能が低下することが明らかになった。（本研究課題は筑波大学林純

一教授との共同研究で行われた。） 
評価項目            所     見 
１．研究計画の
重要性 

・独自性の高い研究となっており、更なる発展が期待される。 

・がんの予防と治療を考える上で、大変に重要な課題である。 
２．研究課題を

県が行う必

要性 

・ミトコンドリア機能異常とROS※2の関与に関しては、千葉県がんセンタ

ーの優位性が明らかであり、県としても推進すべき課題である。 
３．研究計画の 

妥当性 
・ 着実に、かつ、論理的に研究推進が行われている。 
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評価項目 指摘事項  対応方針 

５．研究成果の

波及効果及

び発展性 

①がん予防及び新規治療法開発

への展開が期待される。ただ

し、対象とするヒトがんの適

切な絞込みが必要となる。 

①これまでマウス肺癌を研究材料として

データを蓄積してきたので、対象とす

るヒトがんは肺癌を中心として行な

う。 
 

６．総合評価 
 
 
 

・評価対象となった各研究課題

の中で、昨年度から最も大き

な進展が見られたプロジェク

トである。今後は、課題名に

もある臨床応用に関し、トラ

ンスレーショナルリサーチ研

究的な展開も求められる。 

・同一がん患者の原発巣および転移巣を

用いて解析を進め、興味ある結果が得

られたらトランスレーショナルリサー

チ的な研究に展開する。 

【注釈】 
※1【ルイス肺癌由来高転移性細胞】マウスに自然発生したルイス肺癌から分離された高転移性を示す細胞

株。 

※2【ROS】活性酸素捕捉剤。活性酸素種の量を減ずる作用を有する薬剤のこと。 
 
 

＜課題評価結果対応票＞ 
研究課題名 がんのゲノム異常及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～平成19年度 
 
研究概要 

本課題では、がんの発症・進展に関わる遺伝子の同定と、腫瘍層別化シ

ステムの構築を目的として、DNAチップ※1を用いたがんのゲノム異常及び遺

伝子発現の網羅的な解析を進めている。これまでに、神経芽腫について、

遺伝子発現に基づく予後※2予測ミニチップシステムを開発し、現在、臨床

検査会社での試行を進めているほか、予後に強く関わるゲノム異常を遺伝

子発現に組み合わせることにより、より高精度にリスク分類ができること

を示した。また、肝芽腫※3についてもゲノムと発現の組み合わせが悪性度

予測に有効であった。そこで、同様の手法を用いて成人癌の解析を開始し

た。まず今年度は、肺癌200 例、脳腫瘍100 例について11000 遺伝子のチ

ップを用いた発現解析を行い、予後や組織型に強く相関する遺伝子発現の

抽出を進めた。今後は、成果の迅速な実用化のため、引き続き産官学共同

の実施体制をとり、抽出された遺伝子の検証を行い、高精度ながんのリス

ク分類・診断システムの開発を目指すとともに、がんの発生・進展に関わ

る重要な遺伝子の絞込みと解析を行い、創薬につなげたい。 
評価項目            所     見 
１．研究計画の
重要性 

・神経芽腫診断用チップは優れた成果であり、高くされると思われる。 
・ヒト癌の発生や進展の分子機構を理解し、新たな分子標的を同定するこ

とは大変に重要である。 
２．研究課題を

県が行う必

要性 

・小児がん解析に於ける実績と蓄積されている腫瘍サンプルにより、千葉

がんセンターが推進する一定の必要性は認められる。 
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３．研究計画の 

妥当性 
・成人がんについては、今後に期待ができる。 

５．研究成果の

波及効果及

び発展性 

・やはり、創薬のステップで大きな困難が待ち受けると思われるが、各種

ヒト癌の新たな異常の同定は、大きな波及効果が期待される。 

６．総合評価 

 

 

・大変に重要な研究課題であるが、現在の解析技術レベルやサンプルに付

随する臨床情報の統一性などで、小児がんの解析時に比べて、この研究

課題の推進に関し、がんセンターの優位性が小さくなっている点は否め

ない。 

評価項目 指摘事項  対応方針 

３．研究計画の

妥当性 
①成人の腫瘍は何を焦点とする

か検討することが必要ではな

いか。 

②ある程度焦点を絞らないと散

漫になる可能性がある。 

 

③近年、あるいは今後、更に急

速な解析手法の発展が見込ま

れるが、それへの対応は十分

とは言えない。 

①②肺癌ならびに、神経芽腫と同様に神

経のがんである脳腫瘍については当セ

ンターでの症例数も多く、今後、重点

的に解析を進めて行く予定である。こ

れらについて引き続きゲノムと遺伝子

発現の両面からアプローチする。 
③大量の遺伝子・ゲノムデータを用いる

情報解析については、他施設の専門家

との共同研究を通して、体制の強化を

図る。 
６．総合評価 
 

・千葉県がんセンターとしての
特徴をどう出すのか、工夫が
必要である。 

・これまでに収集した遺伝子断片を搭載

した自家製 DNAチップを用いて解析
を行っており、当センター独自の遺伝

子に基づく成果が期待される。 
【注釈】 
※1【DNA チップ】DNA を測定するための製品で、小さな基板の上に、数千から数万種類を規則正しく並べ
て固定したもの。 

※2【予後】治療を受けた患者さんが、治ったか、治らなかったかということ。 
※3【肝芽腫】小児の肝癌のひとつ。 

 
 

＜課題評価結果対応票＞ 
研究課題名 がんのゲノム・発現解析から同定した神経関連遺伝子の細胞増殖促進機構

の解明と創薬への応用 
研究期間 平成15年度～平成19年度 
 
研究概要 

神経芽腫は、個体発生の過程における異常により生じる小児がんである。

当センター生化学研究部は、これまでに、神経発生の過程で重要な役割を

果たすと思われるヒト遺伝子 LMO3※1をクローニング※2し、これが神経芽腫

の発がんに関与することを明らかにしてきた。すなわちLMO3は、転写因子

である HEN2※3、HES1※4とともに、神経発生に重要な機能を果たす重要な遺

伝子の転写を制御して神経芽腫の発生に関与していることが示された。本

年度は、このLMO3が神経変性疾患関連遺伝子の機能を抑制することを示唆

し、これらの神経発生に関連する転写カスケード※5が神経芽腫のみならず、
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他の神経疾患の治療にも応用できる可能性を示した。 

評価項目            所     見 
１．研究計画の
重要性 

・新たな創薬につながる可能性が高く、非常に重要な研究課である。 

２．研究課題を

県が行う必

要性 

・がんセンター発の世界的な財産である。 

・これら小児がんの発生進展に関与する遺伝子群の同定では、千葉県がん

センターが国内外をリードしており、県としても推進する必要がある。

５．研究成果の

波及効果及

び発展性 

・小児がんであり、神経系の腫瘍である神経芽腫特有の増殖機構の解明は、

特異的分子標的の同定につながる可能性が高く、創薬への発展が見込ま

れる。 

 

６．総合評価 
 

・臨床にも直接した重要な研究であり、多大な効果が蓄積しつつある。 

・ 本研究グループの高い優位性が認められ、かつ、対象とする腫瘍の特徴

を理解した上での創薬への展開であるため、成果が期待される。 

 

評価項目 指摘事項  対応方針 

３．研究計画の

妥当性 
①創薬への応用の面で、もう少

し工夫が必要と思われる。 
①マウスを用いたin vivo※6システムへ展
開を図り、モデルマウスの作出等治療

法開発への準備に移りたい。 
【注釈】 
※1【ヒト遺伝子LMO3】LIM-only protein 3遺伝子の略語。神経芽腫においてがん遺伝子として働くことを

千葉県がんセンター研究局で初めて見つけた。 

※2【クローニング】必要な遺伝子を、その部分のみ取り出し、大腸菌などに導入して、そのタンパク質を
大腸菌などで作らせること。 

※3【HEN2】Helix-loop-helix protein 2 遺伝子の略語。Helix-loop-helix とは、タンパク質の構造のこ
とをさしている。転写因子とは、DNA にくっついて、特定の遺伝子の転写を制御する働きを持つタン

パク質のこと。HEN2タンパク質は、神経の発生や分化に働く遺伝子の転写をコントロールしている。 

※4【HES1】hairy and enhancer of split 1の遺伝子名の略語。HEN2などのようなHelix-loop- helix構
造を持つ転写因子に作用することにより、その転写制御を抑制する働きを持つことが知られている。 

※5【転写カスケード】転写因子の働きをもつ、ある遺伝子が転写されることに端を発し、その下流でコン
トロールされる遺伝子が次々に転写されていくこと。滝（カスケード）が、次々とつながって流れ落

ちているように、（あるいはシャンパンタワーの様に）上位から下位へ遺伝子が発現し、作られてい

くこと。 

 ※6【in vitro】動物の固体内で起こる現象のこと。 
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＜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 平成16年度～平成22年度 
 
研究概要 

今年度は細胞老化におけるポリコーム※1とE2F※2によるARF※3の転写調節
を解析し、この結果細胞老化において、INK4a/ARF ゲノム部位※4に付着
しているポリコームが細胞の経代と共に剥離し、これによって p16/ARF※5
の転写が促進され、細胞老化へと導かれることを見い出した。さらに、ポ

リコーム遺伝子群が血液における幹細胞の増殖制御に重要な働きを示して

いることを明らかにした。またARF下流の重要ながん抑制遺伝子：p53の
神経芽腫細胞における不活化機構の解明にも取り組み、p53 の核内移行障
害、p53の下流分子の活性化障害：Noxa※6の神経芽腫細胞死における重要
性を見出した。これらの研究を基にがん細胞の増殖・不死化・薬剤耐性化

に重要ながん幹細胞の研究に取り組み、がん幹細胞の性質に関わるポリコ

ーム遺伝子 Bmi1※7、がん幹細胞マーカーCD133※8 の機能解析を行った。
CD133は、肺がん細胞及び神経芽腫細胞の細胞増殖、足場非依存性増殖※9
を促進させ、腫瘍能※10を促進する結果が得られた。Bmi1 発現は神経芽腫
細胞においてPRC1複合体※11の組成に影響を与え、細胞増殖を制御する可
能性が示唆された。 

評価項目            所     見 
１．研究計画の
重要性 

・幹細胞の研究はトピックスであり、本研究をベースに更に発展させても
らいたい。 

・幹細胞の維持機構の解明は、がんの治療を考える上で非常に重要なテー

マである。 
２．研究課題を

県が行う必

要性 

・神経芽細胞腫以外の神経系腫瘍における幹細胞の解析は、国内外で進展

しているが、やはり悪性度の高い神経芽細胞腫に関しては、いまだ不明

な点が多く、千葉がんセンターが進めるべきテーマと言えるだろう。 

５．研究成果の

波及効果及

び発展性 

・神経芽細胞腫治療の分子標的の同定につながる。 

 

評価項目 指摘事項  対応方針 

３．研究計画の

妥当性 
①やや、計画が散漫となってい

るように見受けられる。 
①神経芽腫におけるがん幹細胞研究によ

り一層の力を注ぎたい。 
 

４．研究資源の

妥当性 
 

②セルソーター※12は研究所全体

で必要性が高いので、共有の

設備として是非とも導入して

いただきたい。 

②財政状況を踏まえて、がんセンター

全体の設備整備を行う中で、考えてい

きたい。 
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６．総合評価 
 
 
 

・まだ、目を見張るような進展

は見られないが、ゲノムセン

ターにおける解析とカップリ

ングさせることで、一層、充

実した研究推進が望まれる。

・幹細胞性遺伝子のがん細胞における機

能解析を、ゲノムセンターとの協力に

よって推進して行く。 

 
 
【注釈】 
※1【ポリコーム】染色体に恒常的に付着して、遺伝子の発現を調節するタンパク質の総称。 
※2【E2F】遺伝子の発現を調節するタンパク質。 
※3【ARF】細胞の増殖を抑制し、細胞死を誘導するがん抑制遺伝子の一つ。 
※4【INK4a/ARFゲノム部位】9番染色体にあるp16/ARF遺伝子が存在する場所。 
※5【p16/ARF】細胞の増殖を抑制するがん抑制遺伝子の一つ。 
※6【Noxa】細胞の死誘導蛋白質の一つ。 
※7【ホリコーム遺伝子Bmi1】染色体に恒常的に付着して、遺伝子の発現を調節する。 
※8【幹細胞マーカーＣＤ133】幹細胞（様々な細胞を作り出す細胞）に特異的に発現している蛋白質の 

一種。 
※9【足場非依存性増殖】がん細胞の特徴であり、細胞がある面に接着せずに増殖する能力。 
※10【腫瘍能】（細胞が）腫瘍を形成する能力。 
※11【PRC1複合体】ポリコーム蛋白（染色体に付着する蛋白質の1種）の複合体。 
※12【セルソーター】細胞をその表面に発現する蛋白質によって選び出す装置。 

 
 

＜課題評価結果対応票＞ 
研究課題名 神経芽腫発がんにおける細胞周期進行抑制因子の役割 
研究期間 平成18年度～平成22年度 
 
研究概要 

これまでヒト神経芽腫の予後良好群と予後不良群との間で発現に差の認

められる遺伝子を大量に同定してきた。その中で予後良好群において発現

の高い遺伝子として XXX 遺伝子が同定された。この遺伝子にある因子が結

合しない場合には、細胞は死の方向へ、逆に、この遺伝子にある因子が結

合した場合には、細胞は生の方向へ向かう。XXX遺伝子は神経芽腫の予後良

好群で発現の高い遺伝子として同定されたことから、神経芽腫の細胞死に

関係した遺伝子である可能性は非常に高く、また、細胞の生死をスイッチ

ングする重要な遺伝子であることが予想される。しかし、その機能はいま

だに明らかではない。さらに、自然退縮する神経芽腫において発現が高く、

悪性度の高い神経芽腫では発現が抑制されている可能性から、がんの自然

退縮並びに治癒のメカニズムにおいて重要な役割を果たしていることが期

待される。したがって、悪性度の高い神経芽腫にこの遺伝子を発現させて、

そのがん細胞に細胞死を誘導させることによって新しい治療法を開発する

ことも可能である。このような経緯から神経芽腫の細胞死における XXX 遺

伝子の機能解析を行うことを目的とした。 
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評価項目            所     見 
１．研究計画の
重要性 

・一貫した研究が成果を結びつつあり、評価できると思われる。 

・神経芽腫の予後を規定する分子機構の解明は、その治療への発展性も期

待され、非常に重要である。 
２．研究課題を

県が行う必

要性 

・本遺伝子と神経芽腫の関係は、千葉県がんセンターで明らかにされ、知

的財産としての価値も確保されており、県としても推進すべき課題であ

る。 

５．研究成果の

波及効果及

び発展性 

・がんの生物学的特性を考える上で、大変に重要な知見が得られ、更に、

治療における分子標的の同定につながる。 

評価項目 指摘事項  対応方針 

３．研究計画の

妥当性 
①細胞生物学的機能がある程度

明らかとなっていても、神経

芽腫の進展における、その真

の役割を明らかにするには、

動物モデルを用いた解析が必

要か。 

①神経芽腫発がんモデルであるMYCN
遺伝子導入マウスを用いて、発がんに対

する影響を個体レベルで解析を行う。 
 
 

６．総合評価 
 

・単なる細胞生物学的知見を得
るための研究から、がん進展
の機構の解明の研究に進化さ
せることを心がけてほしい。

・細胞生物学的知見で得られた情報を基

に、患者検体の解析を行い、がんの新

規治療開発に向けて研究を進める。 

 
 

＜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固体発生関連遺伝子の同定及び遺伝子改変マ

ウスを用いた機能解析 
研究期間 平成18年度～平成22年度 
 
研究概要 

平成 18 年度からスタートした本研究課題は、「遺伝子改変マウスを用い

た機能解析」に重点をおいた研究を展開していくこととなった。そのため

に、平成18年度はまず発生工学実験室の立ち上げから開始した。限られた

スペースにおける実験室の整備、機器類の設置、そして実験用マウスの準

備等がほぼ終了した 8 月の時点で、早速遺伝子改変マウス（トランスジェ

ニックマウス※1、ノックアウトマウス※2の作製にとりかかった。いくつかの

候補遺伝子群の中でまず初めに解析対象としたものは、特に神経芽腫の悪

性度と相関が強く、また、マウス胚※3発生過程で神経特異的な発現を示す

ことが明らかとなった遺伝子群である。遺伝子改変マウス作製に当たって

は、ベクター※4作製から遺伝子改変マウス作出、そして機能解析までに時

間と労力を要するが、既に遺伝子改変マウスの作出に成功し、現在それぞ

れの遺伝子改変マウスのライン化を行っている。今後は、樹立された個々

の遺伝子改変マウスについて詳細な表現型解析を進め、ヒト疾患モデルマ

ウスとしての有用性を検討する。 
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評価項目            所     見 
１．研究計画の
重要性 

・目的が独自的である。 

・発がんと進展の分子機構の理解には、動物個体を用いた研究が必須であ

り、これは、がんセンターが研究の中心に置いている神経芽腫に関して

も例外ではない。したがって、本研究課題は大変に重要である 

２．研究課題を

県が行う必

要性 

・がんセンターが有する知的財産の有効活用にもつながると考えられる。

５．研究資源の 

妥当性 
・独自的である。 

５．研究成果の

波及効果及

び発展性 

・さらに、創薬等の研究への応用も期待される。 

６．総合評価 ・順調に研究が進んでいる。 

・大変に重要であり、がんセンター全体の研究活動にとって、必要不可欠

な研究課題である。研究計画はいまだ緒に就いたばかりであり、順調な

進展を期待したい。 
【注釈】 
※1【トランジェニックマウス】人為的に外来性DNAを導入されたマウス。 
※2【ノックアウトマウス】特定の染色体遺伝子に突然変異を導入し、遺伝子機能を欠損させたマウスのこ

と。このノックアウトマウスの手法により、特定の遺伝子産物の生理的機能が、その欠損変異の表

現型の解析によって直接的に解明できるばかりでなく、遺伝性疾患の病態を解明するための疾患モ

デル動物の作出へとつながり、疾患の遺伝子解析や遺伝子治療法の開発への発展が期待できる。 

※3【マウス胚】受精後、個体発生の諸段階を総称して胚と呼ぶ。着床前期胚を卵割期胚、着床後期胚を
胎仔と呼ぶときもある。 

 ※4【ベクター】宿主細胞の間でDNA領域を伝達する自己複製DNA分子。 
 

 
＜課題評価結果対応票＞ 

研究課題名 低酸素応答遺伝子の細胞分化及び個体発生における役割の解析 
研究期間 平成15年度～平成22年度 
 
研究概要 

腫瘍内の低酸素は、がん細胞の突然変異頻度を高め、その蓄積は、転移

しやすく、治療に抵抗性がある、より悪性度の高いがん細胞に結びつくと

思われる。また、いくつかのがん細胞は低酸素下で脱分化※1を起こすこと

が報告されている。我々はこれらの現象に関与する可能性のある数種の新

規低酸素応答遺伝子を見出した。その一つである NEDL1 遺伝子について検

討し、その転写調節領域中に低酸素に応答する領域が存在することを確定

した。さらに、NEDL1蛋白質は細胞分化や細胞増殖の調節において重要な役

割をしているDishevelled-1※2と結合し、その分解を促進することを明らか

にした。また、他の低酸素応答遺伝子についても解析を進め、その転写調

節領域中にも低酸素応答領域が存在することを示唆する結果を得た。今後

これらの遺伝子の発現が転移や細胞分化等に関係しているか調べていく予

定である。 
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評価項目 指摘事項  対応方針 

３．研究計画の

妥当性 
①焦点を絞らないと散漫になる

可能性がある。 
①NEDL1遺伝子に焦点を絞り、その生
物学的機能を個体レベルで検討する。

４．研究資源の

妥当性 
②委託などを含めて有効に行う

必要がある。 

 

 

②委託費用の問題もあり難しい課題であ

るが、今後検討する。 

６．総合評価 
 

・本研究課題に関しても、いま

だ、結果が得られていない段

階ではあるが、前記の神経芽

腫関連遺伝子群と同様に、胚

発生における機能の解析結果

を、がんの進展の分子機構の

理解と、さらに、治療の分子

標的の同定に、いかにつなげ

るかが重要である。 

・本研究で対象にしている遺伝子の産物

は、胚発生ばかりでなく、がんの発生

や進展に深く関与するWntシグナル伝
達経路に影響を与えることが明らかに

なったので、がんの進展の分子機構の

理解に役立つばかりでなく治療のため

の分子標的の同定にもつながるものと

考えている。 

【注釈】 
※1【脱分化】退行分化ともいう。分化した状態が失われること。 
  ※2【Disheve11ed-1】発生やがん化などで重要な働きをする Wnt シグナル伝達経路（発生過程における

細胞の運命決定において重要な役割を担っている）中の因子。 
 


