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１ 総 括 
  千葉県がんセンター（研究局）では、オリジナリティの高い研究開発を基盤とし、がんの

予防・診断法及び治療法の開発に関する１９の研究課題に取り組んでおります。 
この中から、がんセンター研究局内部評価委員会で選出された１０課題について、研究計画

の重要性や必要性、研究計画の妥当性及び達成の可能性、研究資源の妥当性、研究成果の波及

効果及び発展性の観点から、課題評価専門部会から評価をいただきました。 
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。 
また、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。 
 千葉県がんセンター研究局では、今回の評価結果を受けて、中・長期的な視点にたって研究

を進めるとともに、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、計画的に研究を進めて

まいります。 
これまでの研究成果をより発展・充実させ、がんの予防法、診断法、新規重要遺伝子を標的

とした治療薬の開発など、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。 
 
区

分 
研究課題名 主な指摘事項等 対応方針 

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

創薬への展開 

・大変に多くの「有望な新規

がん関連遺伝子」が単離・

同定されており優先順位

をつけることも重要か。 

・これまで、個々の新規遺伝

子の機能解析を並行して進

めてきたが、がんの新しい

診断法・治療法開発へ向け

て、実現の可能性や研究開

発の迅速性等を勘案し、優

先順位を付けて研究を展開

する。 
中

間 
評

価 

発がんと細胞死の制

御に関わる新規遺伝

子の解析とその臨床

応用 

・臨床応用への視点が明確で

ない。 
・依存性受容体である※UNC5H

4 の※リガンドの探索を行

う。リガンドが判ったら、

リガンドに対する抗体を作

成する。その抗体を用いてU

NC5H4 とリガンドとの結合

を抑制する方法を検討す

る。それによってがん治療

法の開発が可能となる。 
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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 

・研究全体としてのまとまり

がほしい。 
・“神経芽腫”および“がん幹

細胞”に研究課題を集約さ

せていく。 

中

間 
評

価 
 
 
 
 

ヒトがん幹細胞の分

離・同定とその治療法

開発へ向けた基盤研

究 
 
 
 
 
 

・※幹細胞の※同定のための
充分なセットアップをし
ないと、結論がでない。 
・※CD-133―Ret の経路は
興味深い。※NBとの関係
を是非とも明らかにして

ほしい。 
 
・研究全体としてのまとまり

がほしい。 

・セルソーターの導入につい

て申請を行っていく。 
・CD133―Retの経路の重要
性については当研究室のｵﾘ

ｼﾞﾅﾙな発見であり、神経芽

腫細胞を用いたこの経路の

詳細な解析を行っている。

・ 神経芽腫における CD133
機能解析に研究の重点を

置く。 
中

間 
評

価 

がんの※ゲノム異常

および遺伝子発現の

網羅的解析とその臨

床応用 

・神経芽腫に関しては、大変

に妥当である。その他のが

ん腫については、より詳細

な検討が必要と思われる。

・神経芽腫に関しては、日本

神経芽腫スタディグループ

と密に連携し、本研究から

開発した診断用 DNA チッ
プを用いた癌の層別化シス

テムの総合評価を行うとと

もに、臨床研究の附随研究

として、具体的なシステム

の稼働を推進する。肺がん、

脳腫瘍についても上記のノ

ウハウを生かし、遺伝子発

現とゲノムの情報を効率よ

く活用したがんの層別化シ

ステムの構築を進める。 
中

間 
評

価 
 

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 

・大変に重要な研究課題であ

るが、今後は、如何に創薬

に結びつけるかが大切に

なってくると思われる。 

・当該遺伝子は神経発生関連

分子であり、マウス個体等

を用いた更なる解析が必要

である。今後も治療への応

用を念頭に置き、関連分子

の検討やマウス個体での解

析を進めていく。 
中

間 
評

価 
 

がん幹細胞とその微

小環境を標的とした

新規細胞治療法開発

に関する基盤研究 

・※p53の転写制御の研究の
必要性・戦略が明確でな

い。 
 
 

・２０００種類を越える変異

型p53を個別に標的とする
ことは困難であり、本研究

のように変異型p53の発現
レベルを一挙に抑える方法



  

 3

 
 
・大腸がんの解析に関して

は、本研究局の優位性は低

い。※神経芽腫の解析によ

り得られる情報を積極的

に活用して欲しい。 
 
・がん幹細胞の研究は、どの

位一般化できるのか不明で

ある。 

の開発研究は重要であると

考えられる。 
・優位性の問題は認識してい

る。本研究局でも大腸がん

解析の優位性を高められる

ように、神経芽腫での解析

から得られた情報を活用し

て、研究を進めて行きたい。

・県民の健康増進に寄与する

ため、がん標的療法開発に

向けて努力したい。 
中

間 
評

価 
 

千葉県における大規

模前向きｹﾞﾉﾑｺﾎｰﾄ

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 

・国レベルで行うべき※ゲノ

ムコホート研究等のがん

疫学研究との色わけを、も

っと明確にすべきではな

いか。 

・国レベルで行う研究とは違

った千葉県におけるｹﾞﾉﾑｺﾎ

ｰﾄについて、研究会等を立

ち上げ、幅広く意見を求め

る。 

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 

・ミトコンドリアの共同研究

の中で、がんセンター研究

局の研究者がどの点で、他

のグループが出来ない貢

献をするのか、明確にする

必要がある。 

・ヒト試料の入手、臨床との

協力関係は、当研究局が他

の共同研究者機関より抜き

ん出て良好であり、当研究

局が最も貢献できる部分で

ある。 

中

間 
評

価 

Ｎｘｘｘタンパク質

の生理学的および発

がんにおける機能の

解析 

・※MAbが応用できれば、
極めて面白い。 

・Nxxx分子を認識する抗体を
用いた新たな診断法など、臨

床における応用に取り組ん

でいきたい。 

※ゲノム創薬：ゲノム情報を活用し、医薬品を作りだすこと。 

※UNC5H4：UNC5Hファミリー（HNC5Hという細胞膜にある遺伝子の仲間）の一つ。依存性受容体の一つ。 

※リガンド：蛋白質と特異的に結合する基質を一般にリカンドという。 
※幹細胞：がん細胞が増殖・分化する基となる細胞。 
※同定：性質を明らかにすること。 
※CD-133：がん幹細胞マーカーＣＤ133。がん幹細胞に特異的に発現している蛋白質の一種。 
※神経芽腫(NB)：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。 
※ゲノムコホート研究：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） 
※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。 
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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 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～２5年度 
研究概要 当センターではこれまでに、ポストゲノム時代に相応しいダイナミックな

ゲノム的解析手法を駆使し、※神経芽腫を含む複数の小児がんから独自の※

cDNAライブラリーを作製して、小児がんに特有な約11,000個の cDNAを
取得するとともに、※アレイCGH及び in-house cDNA※マイクロアレイ
を用いて網羅的な※スクリーニングを行い、将来の新しい診断法や創薬の分

子標的となり得る重要な新規遺伝子の発見に努めてきた。その結果、臨床的

に有意と思われる新規遺伝子を大量に※同定し、これまでにその中から選ん

だ約１５個の機能が明らかになってきた。なかでも、特に創薬の分子標的と

して有力となってきたものは、※KIF1Bβ, Nxxx ファミリー、※
UNC5D/5H4、※BMCC1、Lxxx、※NEDL1などである。また、これらの
いくつかは、成人及び小児がんのみならず神経変性疾患の発症にも関わり、

Lxxxはパーキンソン病、NEDL1は※家族性筋萎縮性側索硬化症（FALS）
の原因遺伝子産物と結合し、それぞれの疾患の発症メカニズムに深く関与し

ていることが明らかになってきた。さらに、抗がん剤や放射線治療の際に誘

起されるDNA損傷・修復の新しいメカニズムとして、すでに重要なことが
明らかになっているがん抑制遺伝子※p53 及びそのファミリー（※p63, 
p73）が関与する新しい分子機構の解明を進め、それに関与する独自の分子
として、NFxx1, Rxxx, Pxxxの機能を明らかにした。 
このように、これらの新しい遺伝子機能が明らかになってきたことから、

成人がんや代表的な小児がんである難治性神経芽腫の発がんに関する分子

メカニズムがより具体的に理解できるようになり、治療の標的分子を絞り込

むことができるようになってきた。 
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展開し、診断・創薬へ繋がる研究へと進める。

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

展開を計る。 
評価項目            所     見 

1.研究の必要性
や重要性 

・世界的に重要なテーマである。 
・各種がん関連遺伝子の機能解明を通じて、創薬へとつなげる研究であり、

独自性、優位性ともに非常に高い研究である。 
・臨床面への応用が期待できる重要な研究である。 

2.研究計画の妥
当性及び達

成の可能性 

・分子標的を絞り込んでの創薬プロセスの支援体制が必要なステージに来て

いると考える。 
・作業仮設が明確で、研究の方向性も合理的である。 
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4.研究成果の波
及効果及び

発展性 
 

・創薬の標的になるか否かはともかく、科学的に高い価値がある。 
・神経芽腫の生物学的特徴の理解を基盤とした分子創薬は大きな発展が期待

される。 
・種々の遺伝子の機能解析が進み、全体に極めて順調に研究が進行している。

各研究グループ間の協力体制もよくできており、このまま進めてほしい。

総合評価 

・世界的レベルの研究成果が出ている。 
・着実に研究が進展している。 
・各遺伝子産物の機能解析が進み、治療の分子標的としての応用のステージ

へと順調に進展している。 
評価項目 指摘事項  対応方針 

3.研究資源の妥
当性 

①大変に多くの「有望な新規が

ん関連遺伝子」が単離・同定

されており優先順位をつける

ことも重要か。 

①これまで、個々の新規遺伝子の機能解

析を並行して進めてきたが、がんの新

しい診断法・治療法開発へ向けて、実

現の可能性や研究開発の迅速性等を勘

案し、優先順位を付けて研究を展開す

る。 
※ゲノム創薬：ゲノム情報を活用し、医薬品を作りだすこと。 
※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。 
※cDNAライブラリー：cDNAは遺伝子断片のことで、cDNAライブラリーは、遺伝子断片を大量に集
めカタログ化したもの。 
※アレイCGH：ゲノムアレイは、小さなガラス版上に、染色体上のどの位置にあるかが、あらかじめ分
かっているゲノム断片を高濃度に貼り付けたもの。ＣＧＨは、正常なＤＮＡと、がんなど調べたい組織

から調整したＤＮＡとそれぞれ異なる蛍光色素で標識し、等量まぜたのちゲノムアレイ上に反応させる

と、どちらの蛍光色素の強度が強いかで、がんで異常となっている箇所が、何番染色体のどの場所にあ

るか一度に多数の染色体領域について、詳細に調べることができる。 
※マイクロアレイ：小さなガラス版上にＤＮＡ分子を高濃度に配置（アレイ）したもの。 
※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。 
※同定：性質を明らかにすること。 
※KIF1Bβ：分子モーターとして細胞内物質輸送に働く遺伝子。 
※UNC5D/5H4：細胞膜にある新しい受容体遺伝子 
※BMCC1：千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。 
※NEDL1：千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。 
※家族性筋萎縮性側索硬化症（FALS）：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起こる。 
※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。 
※p63, p73：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。 
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＜課題評価結果対応票＞ 
研究課題名 発がんと細胞死の制御に関わる新規遺伝子の解析とその臨床応用 
研究期間 平成18年度～22年度 
研究概要 これまで当センターにおいて、ヒト※神経芽腫（小児のがん）の※予後良

好群と※予後不良群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 UNC5H4遺伝

子（※UNC5Hファミリーの一つ）が同定された。UNC5H4は※依存性受容体の

一つである。つまり、※リガンドが UNC5H4に結合しない状態では、細胞は

死の方向へ、逆に、リガンドが UNC5H4に結合した場合には、細胞は生の方

向へ向かうという機能を持っている。UNC5H4 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いが、その機能（UNC5H4 のリガンドは何か、

※p53の標的遺伝子であるか、p53の標的遺伝子であるなら p53を介した細胞

死のメカニズムは何か等）は未だに明らかではない。他の UNC5Hと同様に、

UNC5H4 が p53 の標的遺伝子として機能する可能性や※カスペースによって

活性化されることで細胞死を誘導する可能性はあり、細胞の生死をスイッチ

ングする重要な※受容体であることが予想される。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 UNC5H4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 UNC5H4の機能解析

を行うことを目的とした。 

これまでの研究から、UNC5H4 の高発現と神経芽腫の良好な※予後との相

関が認められた。また UNC5H4は p53の標的遺伝子である可能性が示唆され、

細胞死誘導に関与した遺伝子であることが明らかになった。今後は、UNC5H4

のリガンドは何かを検討する必要があるとともに、UNC5H4 及びそのリガン

ドを用いた実験から細胞へのシグナル等を解析することが重要となる。 
評価項目            所     見 

1.研究の必要性
や重要性 

・神経芽細胞腫より同定された多くの新規遺伝子の中でも、ＵＮＣ５Ｈ４は、

治療面での臨床応用が期待され、その解析は重要である。 
・臨床面への応用が期待できる重要な研究である。 

2.研究計画の妥
当性及び達成

の可能性 

・作業仮設が明確で、研究の方向性も合理的である。 

4.研究成果の
波及効果及び
発展性 

・Nxxxは臨床応用のシーズとして面白い。是非とも発展させてほしい。 
・他の多くのがんにおける「依存性受容体」の機能の解明に多くの知見を与

えると期待される。 

総合評価 

・神経芽腫の阻害剤が有効であれば、臨床的には極めて面白い。 
・がんにおける「依存性受容体」の役割の解明につながる研究であり、さら

に新たな治療法の開発への発展も期待できる。 
・着実に研究が進展している 
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評価項目 指摘事項  対応方針 

2.研究計画の妥
当性及び達

成の可能性 

①臨床応用への視点が明確でな

い。 
①依存性受容体である UNC5H4 のリガン

ドの探索を行う。リガンドが判ったら、

リガンドに対する抗体を作成する。 

その抗体を用いて UNC5H4 とリガンド

との結合を抑制する方法を検討する。

それによってがん治療法の開発が可能

となる。 

3.研究資源の 

妥当性 

②機能解析に関しては妥当であ

るが、臨床応用に関しては充

分ではない。 

②研究資源として、UNC5H4のリガンドお

よびそれに対する抗体が必要である。

リガンドが明らかとなったら、その抗

体を利用したがん治療が可能となる。

※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。 
※予後良好群：治療によって治癒する率が高い患者さんの集団。 
※予後不良群：治療によって治癒する率が低い患者さんの集団。 
※同定：性質を明らかにすること。 

※UNC5Hファミリー：HNC5Hという細胞膜にある遺伝子の仲間 

※依存性受容体：細胞に増殖と細胞死を誘導する細胞表面蛋白質。 
※リガンド：蛋白質と特異的に結合する基質を一般にリカンドという。 
※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。 
※カスペース：細胞死制御に関する蛋白質酵素 
※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。 
※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。 
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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１８年度～平成２４年度 
研究概要 本研究はがん細胞の細胞増殖・細胞死制御に関るメカニズムを研究し、特に

これらに関与するがん遺伝子・がん抑制遺伝子産物のがん細胞または正常細

胞内での機能や役割を明らかにして、新たな治療法の開発によって県民の健

康増進に貢献することを目指している。 
平成１８年度から本研究に着手し、これまでに５０%以上のがんで変異し
ている最も重要ながん抑制遺伝子※p53 の発がん機序における役割の解析
として、野生型p53のがん細胞における不活性化機構の研究を行ってきた。
重要な小児がんであり、千葉県がんセンターが日本の小児がん研究の中心と

なって解析している※神経芽腫の細胞における p53 の不活化機構の解明を
特に行った。この結果、p53によってその転写が促進され、ミトコンドリア
に存在して※アポトーシス制御に重要な分子である※Noxaの転写活性化と
ミトコンドリアへの局在が神経芽腫細胞で重要な意義を持つことを見出し

た（Kurata 他Oncogene,2008）。この研究によって、神経芽腫における新
規治療法開発の対象分子としてNoxaが重要である可能性が判明した。今後
はp53/※HDM2と神経芽腫細胞内で結合する分子の※スクリーニングを蛋
白精製によって行う研究、Noxaの転写制御機構にp53/ HDM2が与える影
響の研究などへ本研究を発展させている。 
がん細胞の細胞増殖・細胞死制御についての研究を基礎に、難冶･再発がん

の新規治療法開発に向けてがん幹細胞の研究に着手した。 
※がん幹細胞マーカーとして知られるCD133, 幹細胞で重要な機能を持
つ※Bmi1のがん幹細胞としての形質に与える影響を検討し、さらにがん遺
伝子MYCNがこれらの遺伝子のプロモーターに直接結合して活性化発現を
促進することを見出した。CD133及びBmi1の機能解析を神経芽腫細胞、
肺がん細胞、大腸がん細胞などで行っている。また、CD133 の機能解析の
ために CD133 の欠失変異体及び点変異体を作成し、神経芽腫細胞の増殖･
コロニー形成に与える影響を検討している。今後はCD133の細胞内ドメイ
ンに結合する分子をがん細胞内でスクリーニングして※同定する研究へと

進展して、発がん・再発に関与する新たな経路を同定したい。 

評価項目            所     見 
1.研究の必要性
や重要性 

・神経芽腫の治療戦略にとって大変に重要な研究である。 

3.研究資源の 

妥当性 
・解析対象となる遺伝子群は、いずれも本研究局が長く解析を行ってきてお

り、研究者及び資源の両面ともに全く問題はない。 

4.研究成果の

波及効果及

び発展性 

・いまだ道すじは明らかとはなっていないものの、治療戦略へと発展させる

ことが明記されている。 

総合評価 
・重要な研究である。 
・神経芽腫に対象を絞り込んだ形であれば、大変期待できる研究課題である。
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評価項目 指摘事項  対応方針 

2.研究計画の妥
当性及び達

成の可能性 

①神経芽腫以外の各種腫瘍に対

象を広げることには、必ずし

も賛成できない。 

①神経芽腫を中心とした課題に一層の重

点を置いて研究を進展させていくが、

肺がんなど診療部門との共同研究につ

いては県民の健康増進のために努力し

ていく。 

総合評価 ②研究全体としてのまとまりが

ほしい。 
②“神経芽腫”および“がん幹細胞”に

研究課題を集約させていく。 
※幹細胞：がん細胞が増殖・分化する基となる細胞。 
※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。 
※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。 
※アポトーシス：細胞の死 
※Noxa：アポトーシス（細胞の死）誘導蛋白質の一つ。 
※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。 
※がん幹細胞マーカーCD133：がん幹細胞に特異的に発現している蛋白質の一種。 
※Bmi1：染色体に恒常的に付着して、遺伝子の発現を調節する。 
※同定：性質を明らかにすること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 10

＜課題評価結果対応票＞ 
研究課題名 ヒトがん※幹細胞の分離・※同定とその治療法開発へ向けた基盤研究 
研究期間 平成 16年度～平成 20年度 
研究概要 難治性疾患であるがんの多くは完全な切除除去が困難なものだけではな

く、制癌剤などの治療に対しても抵抗性を持ち、治療後に一時的な縮小が見

られても、再発し転移を起こすという特徴を持つ。近年これらの現象に、が

ん幹細胞が関っているという証拠がいくつか報告された。がん幹細胞は白血

病や乳がん、脳腫瘍などで同定されており、自己複製能力とともに、分化す

る能力を有し、分化前後でまったく異なった性質の細胞を生み出すことが、

がん細胞の多様性と治療抵抗性の原因となっている。したがって、がん幹細

胞を効果的に除去する新規の治療法は、難治性腫瘍の解決へとつながること

が予想される。しかし、ごく限られた腫瘍以外ではがん幹細胞を特定するマ

ーカーやがん幹細胞自体は同定されていない。 

我々は、小児固形腫瘍の※神経芽腫と、成人のがんである肺がんについて、

がん幹細胞の探索を行っており、これらのがんでは、がん幹細胞またはマー

カーとされる分子が見つかっていない。そこで我々は、正常な組織の幹細胞

で特異的に発現する遺伝子に着目した。遺伝子を神経芽腫または肺がんの※

細胞株に導入し、細胞増殖やコロニー形成など、がんに関りの深い能力を増

強するものを複数見出した。それらの遺伝子を神経芽腫に高発現させると、

増殖能、コロニー形成能を亢進させ、発現量を抑えると低下することから、

がん細胞の増殖能力に必要であると考えられる。また、これらの遺伝子が、

悪性の予後と発現量が相関するがん遺伝子 Myc によって、直接転写される

ことを見出した。したがって、我々の注目した遺伝子は、Mycが引き起こす

発がん過程において、がん幹細胞のマーカーまたは、そのマーカーの上流に

存在すると考えられる。今後は、それらを用いた臨床検体からのがん幹細胞

の分離を目指す。 

評価項目            所     見 

1.研究の必要性
や重要性 

・※ＭＹＣ及び※Ｂｍｉ１の発現制御機構を通じて、※ＣＤ133の機能を解
析しようとする試みは、他に例を見ない研究であり、高く評価できる。 

4.研究成果の

波及効果及

び発展性 

・発がん機構のみならず、治療戦略を立てるためにも、本研究の成果は重要

であろう。 

総合評価 ・CD133の機能を明らかにできるだけでも、成功と考えられる。 

評価項目 指摘事項  対応方針 

1.研究の必要性
や重要性 

①研究課題は一般論としては重

要であるが、独自性がはっき

りしない。 

①CD133の機能解析は当研究室オリジ
ナルの研究であり、これを進展させた

い。 

2.研究計画の妥
当性及び達

成の可能性 

②ＣＤ１３３の機能解析そのも

のは大変重要であるが、果た

してがん幹細胞の機能解明に

つながるのかは、明らかでは

ない。 

②神経芽腫におけるがん幹細胞の同定に

ついても研究を進展させ、その中で

CD133の役割についても検討したい。
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3.研究資源の 

妥当性 

③がん幹細胞研究の全てに関す

る問題点であるが、培養細胞

における解析が、どこまで生

体内の状態を反映するのかが

問題である。 

③手術検体からの初代培養による

※Sphere形成を行い、さらに生体内の
腫瘍の条件に近似した解析を行う。 

総合評価 

④幹細胞の同定のための充分な

セットアップをしないと、結

論がでない。 
⑤CD133―Ret の経路は興味深
い。※NBとの関係を是非とも
明らかにしてほしい。 

 
⑥研究全体としてのまとまりが

ほしい。 

④※セルソーターの導入について今後と

も検討を行っていく。 
 
⑤CD133―Retの経路の重要性について
は当研究室のオリジナルな発見であ

り、神経芽腫細胞を用いたこの経路の

詳細な解析を行っている。 
⑥神経芽腫におけるCD133機能解析に
研究の重点を置く。 

※幹細胞：がん細胞が増殖・分化する基となる細胞。 
※同定：性質を明らかにすること。 
※神経芽腫(ＮＢ)：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。 
※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。 

※Ｂｍｉ１：染色体に恒常的に付着して、遺伝子の発現を調節する。 
※ＣＤ133：がん幹細胞マーカーＣＤ133。がん幹細胞に特異的に発現している蛋白質の一種。 
※Sphere形成：特殊培地を用いた培養法によってがん細胞に集塊を形成させること 
※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。 
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＜課題評価結果対応票＞ 
研究課題名 がんの※ゲノム異常およ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～２４年度 
研究概要 本課題では、※DNAチップを用いたがんのゲノム異常及び遺伝子発現の

網羅的な解析を通して、がんの発症・進展に関わる遺伝子の※同定と、新し

い診断法の開発並びに腫瘍層別化システムの構築を目的としている。これま

でに、代表的な小児固形腫瘍のひとつである※神経芽腫について、遺伝子発

現に基づく※予後予測ミニチップシステムを開発し、現在臨床での試行を進

めているほか、ゲノム異常パターンを組み合わせると、より高精度にリスク

分類ができることを見いだし、昨年度より新規症例についてのゲノムパター

ンの取得を外部施設との共同により開始した。185症例について新たに得ら
れたデータから、本課題で構築したゲノムパターンによる神経芽腫のリスク

分類も、非常に再現性が高いことが確認されたため、今後臨床での施行を進

めていく予定である。また、ゲノムと遺伝子発現の統合解析から、進行神経

芽腫で特異的に高い発現を示し、神経芽腫の細胞増殖を亢進する新規遺伝子

を同定した。本遺伝子の解析は、神経芽腫の細胞増殖のメカニズムの解明に

役立つと期待される。 
成人がんについてもこれまでに肺癌200例、脳腫瘍100例について11000
遺伝子のチップを用いた網羅的発現解析を行ってきた。今年度は脳腫瘍のゲ

ノム異常解析を新たに行い、予後や組織型に強く相関するパターンの抽出を

進めた。今後も引き続き他施設との共同研究を通して、高精度ながんのリス

ク分類・診断システムの開発と、がんの発生・進展に関わる重要な遺伝子の

同定を進める。 
評価項目 所     見 

1.研究の必要性
や重要性 

・神経芽腫を始めとした各種がんの予後予測を可能とする重要な研究であ

る。 
2.研究計画の妥
当性及び達

成の可能性 

・がん診断ＴＲとして、非常に高いレベルの成果が得られている。計画も妥

当であり、達成の可能性も高い。 
・独創的で大きな研究成果が期待できる。 

4.研究成果の

波及効果及

び発展性 

・臨床応用のバリデーションのステージまで進んでおり、発展性が期待され

る。 

総合評価 

・極めて高い質の研究成果を挙げており、また、実用化も進んでいる。 
・臨床的意義が非常に高い。 
・「Cancer Cell」誌での論文発表以来、着実に研究が進展している。臨床応
用に改良を行って継続して研究を進めており、高く評価できる。 
・ 情報処理技術をも応用し、ゲノム情報からの臨床応用に必要な情報の抽

出を試みており、高く評価できる。 
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評価項目 指摘事項  対応方針 

３．研究資源の 
妥当性 

①神経芽腫に関しては、大変に

妥当である。その他のがん腫

については、より詳細な検討

が必要と思われる。 
 
 
 
 
 
 
 
②大型研究費の獲得が望まれ

る。 

①神経芽腫に関しては、日本神経芽腫ス

タディグループと密に連携し、本研究

から開発した診断用DNAチップを用
いた癌の層別化システムの総合評価を

行うとともに、臨床研究の附随研究と

して、具体的なシステムの稼働を推進

する。肺がん、脳腫瘍についても上記

のノウハウを生かし、遺伝子発現とゲ

ノムの情報を効率よく活用したがんの

層別化システムの構築を進める。 
②産学官からなる多施設の共同研究を積

極的に行い、外部資金による大型研究

費の獲得を目指す。 
※ゲノム：染色体（ヒトでは２３対）に組み込まれた遺伝子情報の総体。実体は、細胞の中の 

ＤＮＡ（遺伝子）。 
※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。 
※同定：性質を明らかにすること。 
※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。 
※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。 
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＜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２５年度 
研究概要 [目的] 

 ※予後の悪い※神経芽腫に多い蛋白質であり、神経発生の過程で機能する

ことが示唆されている蛋白質が神経芽腫の増殖分化をどのように制御して

いるかを解析することにより、正常神経発生に関する新たな知見を得るとと

もに神経発生と神経芽腫の関連性の検討を行う。その結果から新しい診断法

と、より安全性の高い治療法の開発への足がかりになる基礎的情報を得る。

[結果] 
 ①予後の悪い神経芽腫に多い蛋白質が、神経発生に働く遺伝子の継続的な

発現を引き起こし、細胞増殖能を高くすることが示された。②当該蛋白質は、

ある種の神経変性疾患の原因蛋白質とお互いの機能を抑制し合うことによ

り、神経発生に働く遺伝子の転写抑制と神経細胞死をおこすと考えられ、神

経発生と神経細胞の維持に関与していることが示唆された。③当該蛋白質

は、神経※幹細胞の維持に必要な神経発生関連蛋白質に結合してその効果を

阻害し、未成熟な神経発生を起こすことが示唆された。 
[今後の研究計画]  
 神経芽腫の発生母地となる※神経堤細胞や※交感、副交感神経、※副腎

髓質細胞などで予後の悪い神経芽腫に多い蛋白質の発現がおこる※トラン

スジェニックマウスを作製している。このトランスジェニックマウスの胎仔

を用いて、予後の悪い神経芽腫に多い蛋白質と神経発生関連蛋白質の関係、

神経堤細胞や神経細胞の増殖分化について発生過程を追って検討する。 

評価項目            所     見 
1.研究の必要性
や重要性 

・神経芽腫の発症・進展の分子機構を解明するためには、大変重要な研究で

ある。 

2.研究計画の妥
当性及び達

成の可能性 

・※ＬＭＯ３及び※ＨＥＮ２の神経芽腫発症・進展における機構解析は大変

に妥当な計画となっており、達成の可能性も高い。 
・独創的で大きな研究成果が期待できる。 

4.研究成果の

波及効果及

び発展性 

・他に例を見ない包括性かつ詳細な解析により同定された遺伝子群の機能解

析であり、高い優位性を有する研究課題である。 

総合評価 

・臨床的意義が非常に高い。 
・創薬の標的になるか否かは、現時点では評価できない。 
・Publicationもあり、順調に進んでいる。 

評価項目 指摘事項  対応方針 

3.研究資源の 
妥当性 

①大型研究費の獲得が望まれ

る。 
 
 
②現在、研究推進を担当する人

材だけでは、「創薬への応用」

の点で不足している。 

①現在も他の研究機関との共同研究を進

めているところであるが、今後さらに

解析を進め、大型研究費の獲得を目指

す。 
②人材の確保については、今後検討した

い。 
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総合評価 

③大変に重要な研究課題である

が、今後は、如何に創薬に結

びつけるかが大切になってく

ると思われる。 

③当該遺伝子は神経発生関連分子であ

り、マウス個体等を用いた更なる解析

が必要である。今後も治療への応用を

念頭に置き、関連分子の検討やマウス

個体での解析を進めていく。 
※ゲノム：染色体（ヒトでは２３対）に組み込まれた遺伝子情報の総体。実体は、細胞の中の 
ＤＮＡ（遺伝子）。 

※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。 
※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。 
※幹細胞：がん細胞が増殖・分化する基となる細胞。 
※神経堤細胞：神経発生の過程で、身体の抹消領域を支配する神経群の一つ。神経芽腫もこの細胞か

ら発生している。 
※交感、副交感神経：交感神経は、日中の活発な動作の源になる神経。副交感神経は、交感神経と正

反対の働きをする神経。交感神経が優位なときには緊張した状態となり、副交感神経が優位なとき

は精神的にリラックスした状態となる。 
※副腎髓質：副腎の内部にある内分泌性組織。自律神経の一機構としてストレス反応などに重要な役

割を持ち、身体の恒常性の維持に関与する。 
※トランスジェニックマウス：発生初期に受精卵に外来遺伝子を導入して得られる新しい形質のマウ

ス。 
※ＬＭＯ３：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。 
※ＨＥＮ２：Helix-loop-helixprotein2 遺伝子のことを指す。Helix-loop-helix とは、タンパク質の構
造のことをさしている。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。 
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＜課題評価結果対応票＞ 
研究課題名 がん※幹細胞とその微小環境を標的とした新規細胞治療法開発に関する基

盤研究 
研究期間 平成 18年度～平成 20年度 
研究概要 近年、正常な組織幹細胞に似た特徴を持つ「がん幹細胞」の存在が提唱さ

れ、がん再発の母体になっているのではないかと推定されている。このがん

幹細胞は腫瘍形成能力が旺盛であることが報告されている。ところで、がん

細胞が体内で十分に増殖し、腫瘍組織を形成するためには、「がん関連間質」

と呼ばれる特殊な組織の形成が大きく影響する。したがって、がん幹細胞は、

がん増殖にとって重要な間質形成能力が高いことが予想される。がん幹細胞

は正常な組織幹細胞が持つ蛋白質（幹細胞マーカー）を細胞表面に持つこと

が報告される。しかし、これらの蛋白質の機能は不明な点が多く、これらが

がん幹細胞の腫瘍形成能力を高めるための本体であるのか否かを研究する

ことは、今後の治療法開発に対して重要な知見を与えると考える。そこで本

研究では、ある種の幹細胞マーカー蛋白質の機能解析から、幹細胞性とがん

関連間質形成との関連性を検討している。 

昨年度の研究進捗状況と今後の予定 

1) 細胞増殖機構における幹細胞マーカー蛋白質の機能解析 

 ヒト大腸がん細胞由来の一部の※細胞株で発現している幹細胞マーカー

蛋白質について、細胞増殖に機能することを仮定し、試験管内での培養中に

抗体を投与した。その結果、細胞増殖の遅延が見られた。このことは抗体療

法への発展性を示唆すると考え、学会で報告した。 

2) 幹細胞マーカー蛋白質の機能推定 

 蛋白質の機能を推定するために、コンピュータを用いて、データベース内

に含まれる他の蛋白質の情報と比較することを通常行う。しかし、これらの

手法では、当該蛋白質の機能を推定しうるような既知の構造を見出せなかっ

た。そこで、蛋白質の一部を変えた変異蛋白質を作製し、正常型蛋白質との

比較によって検討することを試みている。研究対象である蛋白質は細胞表面

に存在するが、作製した変異型蛋白質も同様に細胞表面に存在することを確

認した。今後は、作製した変異型蛋白質を発現する腫瘍細胞を作製し、その

細胞増殖・造腫瘍能への影響を検討する予定である。 

３）がん関連間質形成における幹細胞マーカー蛋白質の機能解析 

 幹細胞マーカー蛋白質の発現を人工的に増加・減少させたヒト大腸がん

細胞株を作製し、※ヌードマウス体内での腫瘍形成及び腫瘍組織を検討して

いる。その結果、当該蛋白質は腫瘍形成に機能することを示す結果が得られ

た。今後は、この腫瘍形成遅延の分子機構を病理学的あるは細胞生物学的に

検討する予定である。 

評価項目            所     見 

1.研究の必要性
や重要性 

・今後のがん治療・がん※創薬にとってがん幹細胞の機能解析は必須であり、

大変重要な研究である。 
・※ｐ７３の生物学的解明とすれば、良い研究である。 

2.研究計画の妥
当性及び達

成の可能性 

・大腸がんにおける幹細胞マーカーとしての※ＣＤ１３３は、いまだその評

価が確立しておらず、今後の研究推進の難しさが予想される。 
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4.研究成果の

波及効果及

び発展性 

・説明は※p53を中心としたものであったが、詳細な研究を行っていること
は評価できる。 

総合評価 

・基礎的研究で、遺伝子機能解析としては評価できる。 
・p53の転写制御は面白い。 
 

評価項目 指摘事項  対応方針 

2.研究計画の妥
当性及び達

成の可能性 

①元々遺伝子機能解析とされて

はどうか。 
①研究課題名を見直すことで対応した

い。 

3.研究資源の 
妥当性 

 

 

 

②神経芽腫のケースとは異な

り、大腸がん解析に関しては、

そのノウハウが本研究局には

蓄積されていない点は問題で

ある。 

②神経芽腫の解析から得られた情報・ノ

ウハウを活用して、今後の研究を進め

て行きたい。 

4.研究成果の

波及効果及び

発展性 

③発展性は認められるが、優位

性の点で問題がある。 
 
 

③CD133の機能解析は当研究所が他に
先駆けて行っており、先行している優

位性を発展させたい。 

総合評価 

④p53 の転写制御の研究の必要
性・戦略が明確でない。 

 
 
 
⑤大腸がんの解析に関しては、

本研究局の優位性は低い。神

経芽腫の解析により得られる

情報を積極的に活用して欲し

い。 
 
⑥がん幹細胞の研究は、どの位

一般化できるのか不明である。

④２０００種類を越える変異型p53を個
別に標的とすることは困難であり、本

研究のように変異型p53の発現レベル
を一挙に抑える方法の開発研究は重要

であると考えられる。 
⑤優位性の問題は認識している。本研究

局でも大腸がん解析の優位性を高めら

れるように、神経芽腫での解析から得

られた情報を活用して、研究を進めて

行きたい。 
 
⑥県民の健康増進に寄与するため、がん

標的療法開発に向けて努力したい。 
※幹細胞：がん細胞が増殖・分化する基となる細胞。 
※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。 
※ヌードマウス：先天的に無毛で胸腺が欠損しているマウス 
※創薬：医薬品を作りだすこと。 
※ｐ７３：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。 
※ＣＤ１３３：がん幹細胞マーカーＣＤ133。がん幹細胞に特異的に発現している蛋白質の一種。 
※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。 
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＜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 千葉県大規模分子疫学コホート調査研究計画は平成２０年に先行調査（プ

レコホート調査）を行い、平成２１年度より本格的な大規模分子疫学（ゲノ

ム）コホート調査研究に入る。 
［研究の進捗状況］ 
先行調査は介入研究を含む千葉県大規模コホート研究を構築するための

意識調査として、千葉県に在住している健康な一般住民約５００人（２０－

７４歳の男女）を対象とし、飲酒、喫煙及び肥満に関係があることが分かっ

ている遺伝子※ＡＬＤＨ２、※ＧＳＴＭ１及び※ＡＤＲＢ３の多型解析を用

いた体質診断による疫学調査とその成果還元についての意識調査（アンケー

ト調査）を行うことにより、遺伝子情報を個人が知ることの是非、社会的効

果、対象検査項目の拡大の是非等について、県民の認識や意識を把握するこ

とを目的とする。さらに、健常人を対象としてゲノムコホート研究への参加

を募った場合、どのぐらい参加が見込まれるか？参加しない理由は何である

か？解析結果を返却した場合、参加者がどの様に反応するのか？などの調査

を行うことにより、長期的分子疫学コホート研究事業の実施における課題を

明確にし、解決策を得ることを目指す。県健康福祉部、病院局、千葉県衛生

研究所と検討した上、先行調査研究計画案等を策定した。現在千葉県がんセ

ンター倫理審査委員会で審査中である。 
［今後の研究計画］ 
平成２１年度より本格的な大規模分子疫学（ゲノム）コホート調査研究事

業を展開する。先行調査でモデル実施した調査を県内の集団検診実施市町村

へ拡大し、継続する。健康で普通に日常生活ができる千葉県民を対象とし、

最終的に３０万人以上を３０－５０年にわたって追跡調査することにより、

遺伝的多型に基づく個人の体質とがんを含む生活習慣病の関係を明らかに

し、その成果を県民の健康福祉向上のために還元することを目標とする。具

体的には、本事業推進の初期５ヵ年において、下記のことが計画されている。

１．基盤的研究資源の整備 
 千葉県衛生研究所と連携し、千葉県内で行われる市町村健診、ちば県民保

健予防財団健診等における被健診者を対象とし、十分な説明と同意を得た

後、基本調査票による問診、一般健診検査及び採血を行う。得られた個人情

報及び血液検体は全て連結可能匿名化され、データセンター及び検体センタ

ーへそれぞれ厳重に保存される。第一次５ヵ年目標協力者数は３～５万人で

ある。 
２．遺伝子多型解析及び相関研究 
がん、循環器疾病を含む生活習慣病関連候補遺伝子ＳＮＰ解析は年に２～３

箇所程度行われる。その遺伝子型解析結果に基づき、がん等罹患率低い（人

口の０．００１％程度）、研究が必要な対象数が比較的大規模(数十万人）の
疾患について観察研究を主体に行い、疾病罹患リスクを評価する。また、循

環器疾患等有病率高い（人口の１０％程度）、研究が必要な対象数が比較的

小規模(数千人)の疾患について、介入研究を主体に行い、生活習慣改善によ
る疾病罹患率、重症度、予防との関連を検討する。 
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３．ゲノムコホート研究事業の広報 
体質と遺伝子の関係に関する認識及びその有用性を県民に普及するため、

ホームページ、パンフレット、ビデオを作製し、講演会等を行う。これらの

手段により、県民の分子疫学に関する知識および体質と疾病との関係への理

解を高める。 

評価項目            所     見 
1.研究の必要性
や重要性 

・本来重要な研究である。 
 

4.研究成果の

波及効果及

び発展性 

・完遂できれば素晴らしい。 
・県民自身の健康に対する意識の向上という波及効果は認められる。 

総合評価 
・非常に重要な研究であるので、県のより一層のサポートを期待する。 
・必要な研究である。 

評価項目 指摘事項  対応方針 

1.研究の必要性
や重要性 

①充分な研究体制が必要であ

る。 
②重要な研究であるが、いまだ

に地域としてのゲノムコホー

トの必要性を明確にする必要

がある。 

①②千葉県という地域におけるゲノムコ

ホートの意義をさらに明確にし、現実

的な研究体制を整える。 

3.研究資源の 
妥当性 

③ある時点で、完遂可能な研究

デザイン、規模にされると良

いと思う。 
④県レベルの研究テーマとして

は、やはり適当ではなく、達

成に困難も予想されるのでは

ないか。 
⑤研究計画の詳細は明らかでは

ないが、長期的な支援策を確

立させる必要がある。 

③④⑤研究資源の制約が大きいので、現

実的な規模から始める。長期的な支援

に関しては、千葉県、国およびその他

の団体からの支援獲得について検討す

る。 

総合評価 

⑥国レベルで行うべきゲノムコ

ホート研究等のがん疫学研究

との色わけを、もっと明確に

すべきではないか。 

⑥国レベルで行う研究とは違った千葉県

におけるゲノムコホートについて、研

究会等を立ち上げ、幅広く意見を求め

る。 
※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）。 
※ＡＬＤＨ２：アルコール代謝酵素。ＡＬＤＨの遺伝子型を調べることにより、摂取したアルコールに対

する感受性が予測できる。 
※ＧＳＴＭ１：活性化したタバコの煙の中に含まれる発がん物質を解毒する酵素。 
※ＡＤＲＢ３：肥満に関連する遺伝子。 
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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～平成２２年 
研究概要 当センターでは、腫瘍内とその周辺組織の微小環境の変化に着目し、転移

の機序、悪性度の進展に及ぼす影響を分子細胞生物学的に明らかにし、それ

らを応用し効果的に転移を抑制する方法を探ろうと研究を進めている。マウ

スの※ルイス肺癌細胞から分離した※転移能の異なる細胞、及び高転移性※

線維肉腫細胞を用い、島根大学及び筑波大学との共同研究により細胞質雑種

(サイブリッド) 法で解析を行った。その結果、高転移性細胞由来のミトコ
ンドリア遺伝子 (mtDNA) には病因性変異が生じていること、そのために、
※活性酸素種 (ROS) の過剰発現が起こり、※HIF-1α及び※Mcl-1 の発現
が上昇し、転移能も上昇することが判明した。また、抗酸化剤である

N-acetylcysteinやEbselen 処理が、mtDNA変異が関与する転移の抑制に
有効であることも見出した。そこで、ヒト乳がん※細胞株で高浸潤・高転移

能を示すMDA-MB-231細胞を用い、ヒトがん細胞においてもmtDNA異
常、ROS発現が転移能に影響するかを検討した。その結果、MDA-MB-231
細胞の mtDNA に複数の変異があることが判明した。また、低転移性であ
るHeLa細胞由来の細胞核と※MDA-MB-231細胞由来のmtDNAをもつサ
イブリッド細胞は、ROSの高産生、Aktの高発現、低酸素や※グルコース
欠乏による細胞死に対する抵抗性を示し、さらにマウス移植実験において転

移能も上昇することが判った。また一方、ヒト肺癌の転移部位で mtDNA
の塩基配列の解析を行ったところ、いくつかの変異を見出した。今後、ヒト

癌由来培養細胞におけるmtDNA遺伝子変異と ROS産生の関連、遺伝子発現変

化を解析するとともに、患者検体において、初発部位と転移部位における

mtDNA遺伝子変異の比較解析を行う予定である。また、患者検体から分離し

たがん細胞での ROSの発現、ミトコンドリアの形態変化について検証すると

ともに、抗酸化剤での転移抑制効果についても検討する予定である。 

評価項目            所     見 

1.研究の必要性
や重要性 

・転移機構の解明のみならず、その応用により、転移制御の可能性も大きく、

非常に重要な研究である。 

総合評価 

・重要な研究である。 
・論文が「サイエンス」誌に報告されたユニークな研究で面白い。ヒト検体

での研究にも期待したい。 
・ 今後のヒト腫瘍のサンプルの解析データとの照合結果が重要となる。い

ずれにしても、移転制御を可能とする重要な研究である。 
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評価項目 指摘事項  対応方針 

2.研究計画の妥
当性及び達

成の可能性 

①ひと試料の解析には充分な準

備と技術の開発が必要であ

る。 
 
②研究計画全体としては妥当な

ものとなっているが、どこま

でを本研究局が行うのかを明

らかにして欲しい。 

①ヒト試料の解析に当たっては、倫理審

査委員会の承認後、医療局との連携の

もとで、技術的に難しい問題を１つ１

つ解決しながら行っていく。 
②ヒト試料からのDNA抽出、シークエ
ンシング、サイブリッド細胞の細胞生

物学的解析は主として当研究局で行

う。 

3.研究資源の 

妥当性 

③共同研究を上手に行ってほし

い。 
④筑波大学と転出した本研究局

研究員らとの共同研究として

推進されるのか、あるいは、

役割分担はいかに行うのか、

明確にすべきである。 

③現在まで共同研究は順調に推移してい

るので、今後もそのように行ないたい。

④本研究課題は転出した当研究局研究員

と筑波大学との共同研究として今後も

推進していく。役割分担については、

それぞれの得意とする分野を担当して

いただく予定である。 
4.研究成果の

波及効果及

び発展性 

⑤速やかな臨床応用が期待され

るが、そこを推進するには力

不足の感がある。 

⑤研究局の他の部室や医療局との連携を

強めることにより力不足を補って行き

たい。 

総合評価 

⑥ミトコンドリアの共同研究の

中で、がんセンター研究局の

研究者がどの点で、他のグル

ープが出来ない貢献をするの

か、明確にする必要がある。 

⑥ヒト試料の入手、臨床との協力関係は、

当研究局が他の共同研究者機関より抜

きん出て良好であり、当研究局が最も

貢献できる部分である。 

※ルイス肺癌細胞：ルイス博士が樹立したマウス肺癌の細胞。 
※転移能：転移する能力 
※線維肉腫細胞：体中の至るところにあるコラーゲン線維を作る細胞が悪性化したものと考えられている。 
※活性酸素種 (ROS)：酸素が化学的に活性になった化学種をいう。 
※HIF-1α：酸素濃度が低い環境下におかれた細胞中で誘導され種々の遺伝子の発現を調節する転写因子
としてＨＩＦ－１があり、αとβサブユニットから構成される。ＨＩＦ－１αはＨＩＦ－１のαサブユ

ニットのこと。 
※Mcl-1：細胞の死を抑制する作業を有するタンパク質の一つ。 
※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。 
※グルコース：ブドウ糖。 
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＜課題評価結果対応票＞ 
研究課題名 Ｎｘｘｘタンパク質の生理学的および発がんにおける機能の解析 
研究期間 平成１９年度～平成２３年度 
研究概要 散発性※神経芽腫の大部分は進行性かつ難治性であり、その新しい診断法

及び治療法の開発に不可欠な神経芽腫進展における分子機構の解明が急が

れる。がんセンター研究局において神経芽腫を※予後良好群（Stage1,2 お
よびN-myc非増幅）、※予後不良群（Stage3,4およびN-myc増幅）に分け、
それぞれで特異的に発現する遺伝子を検索したところ2000以上の新規遺伝
子が含まれていた。その中で※同定された新規神経芽腫関連遺伝子Nxxxは
神経組織特異的に発現するタンパクである。これまでにNxxxのひとつの分
子種の発現は予後不良の神経芽腫において多く、予後良好の神経芽腫におい

て少ない傾向にあることが分かっている。また、同じファミリーに属する別

のタンパクの発現が予後不良の神経芽腫において少なく、予後良好の神経芽

腫において多い傾向にあるという、正反対のパターンを示すことも分かって

いる。しかし、Nxxxの詳しい機能についてはいまだ不明のままである。そ
こで本研究では Nxxx の生理学的機能における役割を明らかとすることを
目的としており、将来的には発がんにおける Nxxx の役割について解明し
たいと考えている。 
昨年度は株化された細胞を用いた実験系により、Nxxxが細胞の生理学的
機能に及ぼす影響を解析した。その結果、Nxxxを株化細胞に過剰発現させ
るとがん細胞としての機能がより増悪化されることが分かった。反対に、細

胞におけるNxxxの発現を抑制するとその機能が弱まることも確認された。
今後も引き続きNxxxの細胞内における機能に関して検索を行っていく。 
また、Nxxxは個体発生において特に神経系に多く発現され、成体におい
ても神経系だけではなく、種々の器官・組織において発現が認められる。こ

のことから個体の発生及び発達以後も、Nxxxが何らかの役割を担っている
ことが予想されるが、これまでのところ詳しい検索は行われていない。そこ

で、Nxxxの遺伝子改変動物を作製し、Nxxxの個体発生及び発がんに与え
る影響を検索する。昨年度はそのための遺伝子改変ベクターの構築を行っ

た。今後はこのベクターを用いて遺伝子改変動物を作製し、発生における

Nxxxの機能検索を行う。 
評価項目            所     見 

1.研究の必要性
や重要性 

・※NLRR 分子は、バイオマーカーとしての重要性に加えて、神経芽腫の
形質そのものを規定している可能性が示唆されており、その機能解析は大

変重要である。 
・極めてユニークな研究である。 
・将来、重要な成果が得られる可能性がある。 

2.研究計画の妥
当性及び達

成の可能性 

・変異マウスの作製・解析までを視野に入れて幅広い研究推進を計画してお

り、達成の可能性も高い。 
・高い成果が上がると期待される。 

3.研究資源の 

妥当性 
・機能解析に関しては、現在の研究資源で妥当と思われる。 
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総合評価 

・NLRR ファミリーの機能解析は、神経系のみならず、多くの組織細胞に
おける細胞増殖制御機構の理解に重要な知見をもたらすと期待される。 
・極めて高い質の成果が期待される。 

評価項目 指摘事項 対応方針 

4.研究成果の

波及効果及

び発展性 

①現在の段階では、発現パター

ン等から、NLRR分子を分子
標的として捕らえることは難

しいと思われる。 

①現在、文部科学省都市エリア産学官連携

促進事業にてNLRR分子を特異的に認
識する※抗体を作製しており、生体内で

機能する抗体をスクリーニングする予

定である。 

総合評価 

②※MAbが応用できれば、極め
て面白い。 

②NLRR 分子を認識する抗体を用いた新
たな診断法など、臨床における応用に取

り組んでいきたい。 
※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。 
※予後良好群：治療によって治癒する率が高い患者さんの集団。 
※予後不良群：治療によって治癒する率が低い患者さんの集団。 
※ＮＬＲＲ分子：細胞膜に存在するNLRRという受容体分子。 
 
 
 
 
 
 
 


