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１ 総 括 

  千葉県がんセンター（研究局）では、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８つの重点 

課題について、研究計画の必要性や重要性、研究計画の妥当性及び達成の  

可能性、研究成果の波及効果及び発展性の観点から、課題評価専門部会によ

る評価をいただきました。 
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。 
千葉県がんセンター研究局では、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、  

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 

事

前

評

価 

がん診療専門施設に

おける医療の評価と生

存率等の公表に関する

研究 

・全国がん（成人病）セン

ター協議会のプロトコール

に加えて、千葉県独自の付

加情報・公表方法を工夫し

ていただきたい 

・全がん協生存率および診療

の質 QI 研究※をモデルに県

内の地域がん診療拠点病院の

診療成績の公表について千葉

県の実情を反映した公表方法

の検討をすすめる。 

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 

・本センターが世界をリー

ドする研究領域であり、今

後も強力な推進により創薬

へつなげてほしい 

・すでに薬剤候補化合物の選

定に入っており、期待に沿う

ような具体的な創薬推進につ

ながると予測している。 
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・出口を目指した研究にな

るとより波及効果が大きい

と思われる 

・期待に沿うよう、具体的な

成果を挙げたい。 

・既存薬との併用や in

vivo※での POC※取得を

試みているが、実際の臨床

研究につながらない理由

に疑問を感じる 

・臨床研究につながる方向で

の展開に努める。しかし、基

礎研究がすべて直接的に臨

床研究に直結するわけでは

なく、また POC が明らかと

なっても、直ちに実際に臨床

研究を行う企業との連携が

成立するものではなく、さら

なる努力が必要と考える。 

・研究の進捗が停滞してい

ると感じられる 

・治療を念頭に進めている研

究のため、臨床につながらな

ければ進捗の停滞と判断さ

れる。研究の継続と方向性に

ついて再検討を行う。 

中

間

評

価 

細胞性免疫治療と

遺伝子治療の基盤

研究と臨床応用 

・2010 年の原著論文も少

なく、執筆の努力が必要で

ある 

・2010 年は Cancer Gene 

Therapy の編集者としての

業務量が多く、結果的には総

説を出しているので、執筆量

としては変わらない。今後と

も執筆時間の確保に努め、論

文草稿の backlog を解消す

るようにしたい。 
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中

間

評

価 

 

千葉県民を対象とした

分子疫学コホート調査

※による疾病罹患リス

ク評価と個人向け予防

法の確立 

・ライフイノベーションと

の関連性を再検討してほ

しい 

・ライフイノベーションは国

家レベルの重要課題であり、

本課題が高齢化社会に貢献

できることは間違いないが、

さらに早期に貢献できるよ

う関連性を再検討する。 

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 

・非常にアクティブである

が、研究テーマに優先順位

をつけて取り組んでいた

だきたい 

・特に難治がんおよび再発が

んの治療開発への応用を目

指して最優先課題として研

究を進める。 

中

間

評

価 

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 

・研究成果も上げており、

これからの発展が期待で

きる。上條研究室との連携

をさらに進め、多角的な 

アプローチをしてほしい 

・毎年のように研究成果を国

際的な雑誌に掲載されるよう

に努力を重ねたい。必要に応

じて、上條研究室や他の研究

室との共同研究を推進し、さ

らに多角的な発展を企画して

いきたい。 

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 

・大変に重要な研究であ

り、期待に応える成果が得

られている。個別化診断か

らさらに、難治性グループ

に対する新規治療法の開

発につなげてほしい 

・統計の専門家との共同研究

を引き続き進め、蓄積された

データを悪性度の異なるグ

ループ毎に詳細に解析する

ことで、難治性腫瘍の特徴を

明らかにし、治療法の開発に

結びつけたい。 
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中

間

評

価 

 

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※

および遺伝子改変マ

ウスを用いた機能

解析 

・センター全体の研究基盤

としての重要性も高く、強

力に推進すべきである 

・研究責任者が交代したば

かりであり、今後の進展を

しばらく見守りたい 

成果が出るまで時間がかか

る研究であるが、新規診断、

治療法の開発の基盤として

重要であり、全体の研究を援

助しながら、着実な成果を積

み上げていきたい。 

※ in vivo：「生体内において」という意味 

※ 診療の質指標(Quality indicator of clinical practice)「診療の質指標」とは医療におい

て的確なタイミングで適切な診療が行われているかを評価するための目安です。具体

的には、十分な職員や設備が配置されているか、診断から速やかに治療が開始されて

いるか、薬剤の副作用が起きていないか、がんの再発率が少なく生存率が良好かなど

を調べます。 

※ POC（proof of concept）：基本となる仮説が正しいかどうかを明らかにすること  

※ 分子疫学コホート調査：医学の進歩を目的として、ある集団に対して長期にわたり

継続して調査を行うこと。アンケート調査、罹った病気など健康状態に関する情報、

血液、尿などの検体由来の DNA・タンパク・細胞などを解析した体質情報などを

収集・分析して、病気の原因や予防法を探す研究を指す 

※ 同定：検索し見つけること 
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２ 課題評価結果対応方針 
（１）事前評価 

＜課題評価結果対応票＞  
研究課題名 がん診療専門施設における医療の評価と生存率等の公表に関する研究 
研究期間 平成２３年度～平成２５年度 
 
研究概要 

１． がん診療専門施設における医療の評価と生存率等の公表に関する研究 
 全国がん成人病協議会加盟31施設を対象とした同課題名のがん研究開発費研究

班を申請中である。本研究の意義は、精度の高い統計の公表を通じて、都道府県の

がん対策推進基本計画に資する情報を提供するのみならず、がん医療を受ける患者

の手元に届け、受療の道しるべを示すことにある。施設別生存率の公表では本年

2003 年診断症例の集計を公表し、これを Web 上で利用するための環境の整備を

進める。 
２． 千葉県がん登録の進捗状況 
 千葉県がん登録事業の中央登録室として年間 23,000 件の罹患症例を登録してい

る。県内の拠点病院を始めがん登録協力施設に対して予後情報を含めた登録情報を

利用するための環境を整備していく。研究としては第三次対がん祖父江班にがん

罹患全国推計のための罹患データを提出するほか、がん研究開発井岡班に協力し

地理疫学手法によるがん登録資料活用の研究を進める。さらに厚生労働科研中皮腫

岸本班において地域がん登録をベースにした中皮腫※将来予測の研究を進める。 
評価項目 所     見 
１．研究の必要

性や重要性 
・治療技術の評価を速やかに行うためには大変に重要な研究である 
・がん医療行政だけでなく患者にとっても有益な情報であり、非常に重要である 
・県民への医療情報の提供という点でも極めて重要 
・県としてのがんリスク評価と診療レベル向上のため、県として行う必要性は高い

２．研究計画の

妥当性 
・妥当である 

3.研究成果の波

及効果及び

発展性 

・医療の質の評価、経済的なアスペクト等、医療施策への波及効果は大きい 

総合評価 ・全国がん（成人病）センター協議会の一員として施設内登録、地域がん登録と

ともに重要であり、進めるべき研究である 

評価項目 指摘事項 対応方針 
１．研究の必要

性や重要性 
 
 

① 長期の支援が必要 
 
 
②全国がん（成人病）センター協議

会の中で、中心的な役割を果たすと

ともに地域のがん発生・治療を正確

に評価することは重要である 

①千葉県がん対策推進計画アクションプラ

ンのうち「がん医療の推進」におけるがん登

録促進事業を継続実施していく。 
②国立癌研究センターの研究開発費のがん

研究開発費全がん協研究班として加盟施設

の統計を活用した地域のがん医療の評価と

公表をすすめる。 
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２．研究計画の

妥当性 
③地域登録において、他地域との 

交流をどのように評価するのか 
 
 
④研究成果を千葉県のがん医療政 

策に生かすための努力が必要 
 
 
⑤今後も外部資金の取得に努力し

てほしい 
⑥登録に必要な人件費のサポート

が不十分 
 
⑦県民に直接リンクした重要かつ

必要な事業であり、県が特別な予算

措置で行うことを強く望む 

③ 後調査や医療機関からのデータ連携のも

とに近隣の都道府県と連携した地域がん

登録および拠点病院院内がん登録を推進

する。 
④ 地域がん診療連携拠点病院の連絡協議会

等を通じて県内の拠点病院と全がん協施

設のQI指標※を用いたベンチマーク比

較を実施する。 
⑤ ⑥厚生労働省科学研究費によるがん登録

研究班等を通じて継続的な資金調達と人

件費確保を目指す。現状で事業予算の一

部からシステムの改修費用と登録士の賃

金の一部を得ている。 
⑦今後とも予算確保に努力する。 

総合評価 
 
 

・全国がん（成人病）センター協議

会のプロトコールに加えて、千葉県

独自の付加情報・公表方法を工夫し

ていただきたい 

・全がん協生存率および診療の質QI研究を

モデルに県内の地域がん診療拠点病院の診

療成績の公表について千葉県の実情を反映

した公表方法の検討をすすめる。 

 
※中皮腫：胸膜・腹膜・心膜の表面をおおっている「中皮」から発生した腫瘍で、そのほとんどは何らかの

アスベスト暴露暦がある 
※診療の質指標(Quality indicator of clinical practice)：「診療の質指標」とは医療において的確なタイミン

グで適切な診療が行われているかを評価するための目安です。具体的には、十分な職員や設備が配置されて

いるか、診断から速やかに治療が開始されているか、薬剤の副作用が起きていないか、がんの再発率が少な

く生存率が良好かなどを調べます。 
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（２）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～平成25年度 
 
研究概要 

少子高齢化を迎え、わが国においては男女とも 2 人に 1 人はがんに罹患する

時代となり、死亡率1位のがんでは年間34万人が亡くなっている。千葉県におい

ても、年間 1 万 2 千人ががんで死亡しており、千葉県がんセンターではがん克服

のための最先端治療を県民に提供する当然の義務のほか、研究局としては難治性が

んに対する新しい診断法および治療薬の開発を行うことが強く求められている。

難治性のがんの多くはゲノムや遺伝子レベルで重篤な異常を有しているものが

多く、そのような重要分子を標的とする治療薬の開発が必要である。そこで、我々

は、新規創薬を目的として、これまでにポストゲノム時代のダイナミックなゲノム

的解析手法を駆使し、小児がんに由来する独自のｃDNA ライブラリー※から

約 11,000 個のｃDNA を取得し、発がんやがんの進展に関連すると思われる

約 15 個の新規遺伝子を絞り込んで機能解析を行って来た。平成 21 年度もさらに

それらの新しい機能が明らかになり、新規診断法開発のほか、具体的な創薬の標的

となる分子の同定※が進んだ。さらに、NLRR1※、ALK※、shcC、TrkB、BMCC1
に関しては、具体的な治療用単クローン抗体の作製や低分子化合物のスクリー

ニングが順調に進み、創薬の候補分子が見つかりつつある。また、これら標的分子

の多くは発がんにおける重要分子でもあり、臨床検体やノックアウトマウス※作製

を駆使して発がん機構の解明も並行して進展させ、極めて興味ある研究成果が得ら

れた。これらの成果は、近い将来、千葉県民のみならず広く人類のがん克服に貢献

できるものと期待される。 
評価項目            所     見 
１．研究の必要

性や重要性 
・千葉県がんセンターが、世界をリードしているがん研究領域であり、世界の神経

芽腫※の患者の治療への道を拓く研究課題である 
・臨床への応用が期待され、千葉県として誇れる研究資産である 
・研究成果は千葉県発の成果として全国的な波及効果が大きい 
・診断のみならず、創薬への展開を担う研究であり、社会的に大きな効果が期待

される 
・神経芽腫の発がん機構解析は千葉が世界をリードしており、千葉発の情報が世界

に注目されることは大変に重要である 
・当該研究のように世界レベルの研究を千葉県が行うことにより、千葉県全体の

医療レベルの向上が期待できる 

2. 研究計画の

妥当性及び

達成の可能

性 

・多くの遺伝子の解析を行っており、着実に成果が上がっている 
・これまでも優れた研究実績をあげており、研究計画・実現可能性も妥当である 
・妥当である 

３．研究成果の

波及効果及

び発展性 

・他にがん研究、そしてがん創薬の流れに与える影響は大きい 
・ 神経芽腫発症の分子メカニズムの解明という観点から波及効果は大きい 
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総合評価 ・これまでの実績に基づき、更なる発展と成果が期待され、千葉のがん研究の目玉

として継続されることを期待する 

評価項目 指摘事項 対応方針 
２．研究計画の

妥当性 
 

① 未だ機構の解明に関する研究

が多く、分子標的等の解析への

展開が弱いように思われる 
 
②治療への展開を考えるとALK※

などいくつかのゲノムにもう少し

力を注いでもよいのではないか 

①現在すでに独自に同定した標的分子５個

に対し、治療用抗体および低分子化合物のス

クリーニングを行っている。これをさらに展

開する。 
②ALKのシグナル伝達経路および神経芽腫

における異常に関し、解析を進める。 

３．研究成果の

波及効果及び

発展性 

③創薬につながるかどうかは現段

階でも不明瞭である 
③創薬まで達する道は時間がかかるが、確実に

進めていく。 

４．その他 ・NLRR１のMAB※の開発はぜひ

発展させてほしい 
・NLRR1は我々が始めて同定した重要な分子

であり、それに対する治療用抗体の開発は是非

とも進めたい。 

総合評価 ・本センターが世界をリードする研究

領域であり、今後も強力な推進により

創薬へつなげてほしい 
・出口を目指した研究になるとより波

及効果が大きいと思われる 

・すでに薬剤候補化合物の選定に入っており、

期待に沿うような具体的な創薬推進につなが

ると予測している。 

 
※ cDNAライブラリー：cDNA（遺伝子の断片）を大量に集めカタログ化したもの 
※ 同定：検索し見つけること 
※ ALK：ALK 遺伝子のこと。ある種のリンパ腫で高度に活性化し、がんの進展に関与する遺伝子と

して見つかった 
※ NLRR1：機能未知の新規膜受容体蛋白質で3つの ファミリー遺伝子のうちの１つ。がん細胞の増殖

促進を司る 
※ ノックアウトマウス：目的の遺伝子を破壊して、その遺伝子発現を消失させたマウス 
※ 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。頭蓋外固形腫瘍では最も頻度が高い難治性腫瘍である 
※ ＭＡＢ：Maximum Androgen Blockadeの略。前立腺がんにおけるホルモン療法 
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＜課題評価結果対応票＞  
研究課題名 細胞性免疫治療と遺伝子治療の基盤研究と臨床応用 
研究期間 平成１０年度～平成２６年度 
 
研究概要 

細胞傷害活性を有するアデノウィルス※による直接的な腫瘍局所の破壊と、その

過程で誘導される抗腫瘍免疫応答を効果的に利用し、最終的には遠隔転移巣をも

ターゲットとした新規治療法の開発を指向した研究。 

評価項目            所     見 
１．研究の必要

性や重要性 
 

・悪性中皮腫の予後は相変わらず不良であり、有効な治療法の開発は重要課題で

あり、発展を期待する 
・中皮腫※のような難治性がんでは遺伝子治療は魅力がある 

2. 研究計画の

妥当性及び

達成の可能

性 

・ビスフォスフォネート※の作用は不明の点が多いが、中皮腫※の治療は重要な課

題であるので発展を期待する 
・妥当あるいはこれでも過剰 

４．その他 ・中国河北大学との共同研究が進めば面白い 

評価項目 指摘事項  対応方針 
１．研究の必要

性や重要性 
 
 

①県の施策との関連性は高くない。 
ある程度、中皮腫のハイリスク群は絞

り込むことが可能であり、予防の研究

が望まれる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②あまり必要性は高くない 

①千葉県がアスベスト（中皮腫）対策を

どのように取るかによって、施策との関連

性が決まってくる。中皮腫の発症機構は

不明で、現時点でハイリスク群を絞り込む

方法は知られていない。予防は石綿暴露を

避けることに尽きるが、石綿暴露から中皮

腫発症まで平均38年を経過することから、

予防法の研究は長期かつ大規模な調査が

必要となることが想定される。また予防法

の研究も、動物実験モデルが極めて困難

である。したがって、現実的には治療法の

開発が患者さんにとって最も利益が高い

と考えられる。 
②研究の必要性を高めるべく、有意義な

研究結果を出すように努める。 
２．研究計画の

妥当性 
③本課題中の第3世代ビスフォスフ

ォネートに関する研究は、その臨床効

果を上げることに貢献できるとは考

えられない 
 
④臨床への応用に至るまでの戦略・ステ

ップが明確でなく、現実性に欠ける 
 
 

③当該研究は、同薬剤の臨床効果を上げる

ことが目的ではなく、その作用機構の解明

であり、そのような基礎的研究を通じて、

薬剤の可能性を拡げることを期待して

いる。 
④当該研究は限られた人的資源等のなか

で行うproof of conceptを示す研究である。

それ以上の展開は、多額な資金が必要で、

別機関への移行等の別次元での様態と
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⑤臨床応用へ可能性がみえていない 

なるため、基礎研究の段階で、臨床応用に

至るまでの明確で具体的な戦略を組込む

ことには無理がある。 
⑤中皮腫に対しての臨床応用は現在計画

中である。 
3.研究成果の波

及効果及び発展

性 

⑥臨床フェーズへの進展の面が見当

たらず、波及効果はなく、発展性も疑

問である 

⑥本邦における遺伝子治療の臨床試験は

ごく少数にとどまっており、波及効果・

発展性も実際のところ不明であるが、その

方向性に沿うよう努めたい。 
総合評価 
 
 

・ 既存薬との併用や in vivo※での

POC※取得を試みているが、実際

の臨床研究につながらない理由

に疑問を感じる 
 
 
 
・ 研究の進捗が停滞していると感

じられる 
 
 
 
・2010 年の原著論文も少なく、執筆

の努力が必要である 

・臨床研究につながる方向での展開に努め

る。しかし、基礎研究がすべて直接的に臨

床研究に直結するわけではなく、またPOC
が明らかとなっても、直ちに、実際に臨床

研究を行う企業との連携が成立するもの

ではなく、さらなる努力が必要と考える。

 
・治療を念頭に進めている研究のため、臨

床につながらなければ進捗の停滞と判断

される。研究の継続と方向性について再検

討を行う。 
 
・2010年はCancer Gene Therapyの編集

者としての業務量が多く、結果的には総説

を出しているので、執筆量としては変わら

ない。今後とも執筆時間の確保に努め、論

文草稿のbacklogを解消するようにした

い。 
※ アデノウイルス：主にヒトの咽頭（いんとう）炎、上気道炎などの風邪の原因となるウイルス。その他、

結膜炎、膀胱（ぼうこう）炎を起こすことがある 
※ ビスフォスフォネート：骨粗鬆症の治療に利用される医薬品の化学名の総称。 
※中皮腫：胸膜・腹膜・心膜の表面をおおっている「中皮」から発生した腫瘍で、そのほとんどは何らかの

アスベスト暴露暦がある 
※ in vivo：「生体内において」という意味 
※ ＰＯＣ（proof of concept）：基本となる仮説が正しいかどうかを明らかにすること 
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＜課題評価結果対応票＞  
研究課題名 千葉県民を対象とした分子疫学コホート調査※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 H1７～H３７年度 
 
研究概要 

地域に密着して、住民の健康状態を長期にわたり追跡することにより、がんの

発症・再発に関わる因子を同定し、県民個々のリスクに応じたがん予防の実現を

目指す。 

評価項目            所     見 
１．研究の必要

性や重要性 
・時間のかかるものであり、継続的に行われることが重要 

総合評価 ・極めて重要な研究であり、ぜひとも推進していただきたい 

評価項目 指摘事項 対応方針 
１．研究の必要

性や重要性 
 
 

① 分子疫学コホート研究の重要 
性は明らかであるが、手法の点で再

考の余地があるのではないか 
 
 
 
② コホート調査が必要な理由が

明確になっていない 
 
 
③ 将来のがん予防の中心となる

研究であり、千葉県としても今

から取り組む必要がある 
 
 
 
④ 国レベルや他領域のコホート

研究との連携の可能性を充分

にリサーチする必要がある 
 
 
 
⑤県レベルでの調査を千葉県が行

う必要性は再検討する必要がある

かもしれない 

①調査協力者の時間および身体的負担を最

小限に留めることを優先して現在は住民健

診とタイアップする形式をとっている。再考

の余地は検討しており、調査地域の拡大と募

集方法および資料・試料収集のレベルアップ

を検討し、体制を強化する。 
②千葉県の生活習慣や遺伝的背景を踏まえ

た、千葉県独自の検体資産およびそれに基づ

く疾病予防法を次世代に残すために必要と

考える。 
③がん予防を目指して、構想から５年をかけ

て本年調査開始に至った。長い期間を要する

地道な研究であるが、まだまだ数少ない国内

のゲノムコホートの一翼を担っていること

を自覚して、県の支援、他機関の支援を得て

継続して取り組む。 
④現在、既に国立がん研究センターとの連携

をとっている。今後開始される他のコホート

との連携の可能性も継続して検討する。また

千葉における、施設を越えたゲノムコホート

に関する研究会が本年度中にも立ち上げる

予定で情報共有を行う。 
⑤県の施設であるからこそ、県民に寄り添っ

た研究ができると考える。将来的に規模を拡

大・継続することで国家レベルのプロジェク

トに参画し、支援を得ることも検討する。 
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２．研究計画の

妥当性 
⑥ゲノムコホートの関与はどのよ

うに行っているのか 
 

⑦国立がんセンターと連携すること

で今後の発展が期待される。バイオ

サンプルと質問票に千葉県独自のも

を加えてほしい 
⑧国立がんセンターとの共同で研

究を行うことで連携をとりながら

進めてほしい。その中で千葉県とし

ての特徴をいかに出すかを今後検

討してはどうか 

⑥当面は血液から抽出したＤＮＡを用いた

遺伝子多型解析を行い、将来的にはGWAS
※解析に移行する。 
⑦⑧国立がん研究センターとの連携は今後

も密にとっており、同センターの質問票の配

布も行っている。一方、住民健診とタイアッ

プした千葉方式のゲノムコホートを築きつ

つあり、収集資料・試料に千葉県の独自色を

出せるよう検討したい。 

３．研究成果の

波及効果及び

発展性 

⑨この限られた地域の限られた規

模での影響はあまり大きいとはい

えない 

⑨現時点では検体数も地域も限定されてい

るが、今後徐々に地域を拡大し、検体数を増

やすことで、波及効果は大きくなると考え

る。 

その他 ・将来的には外部資金を取得するこ

とを目指してほしい 
・多数の同意書を取った生体サンプルと生活

習慣調査、個人のがん発病情報を収集して 

実績を積むことで、外部資金の取得を目指

す。 
総合評価 ・ライフイノベーションとの関連性

を再検討してほしい 
・ライフイノベーションは国家レベルの重要

課題であり、本課題が高齢化社会に貢献でき

ることは間違いないが、さらに早期に貢献で

きるよう関連性を再検討する。 
 
※ 分子疫学コホート調査：医学の進歩を目的として、ある集団に対して、長期にわたり継続して調査を  

行うこと。  
アンケート調査、罹った病気など健康状態に関する情報、血液、尿などの検体由来のDNA・タンパク・

細胞などを解析した体質情報などを収集・分析して、病気の原因や予防法を探す研究を指す 
※ GWAS：ゲノムワイドアソシエーションスタディの略で、ヒトの遺伝子のほとんどで個人差のある領域

を調べて病気とのかかわりを調べる研究 
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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～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、新たな治療法の開発を行い県民の健康増進に貢献する

ことを目指している。 

評価項目            所     見 
１．研究の必要

性や重要性 
・神経芽腫※は難治性であり、そのがん幹細胞の解析は大変に重要な研究である 
・生物学的には重要な知見が得られている 
・がん幹細胞の排除法の開発を通じた治療法の開発は社会的にも重要である 
・創薬につながる可能性が大きく波及効果は大きい 

２．研究成果の

波及効果及

び発展性 

・いくつかの重要な分子についてがん幹細胞における機能を明らかにした。他の

グループとも密接に関係しており重要な研究だ 
・妥当である 

３．研究成果の

波及効果及び

発展性 

・創薬につながる研究を展開しており、今後の発展に期待する 

総合評価 ・ がん幹細胞で機能すると考えられる数種の標的分子の機能に関して興味深い

結果が得られている 
・ 順調に進んでおり、今後の更なる発展が期待される 

評価項目 指摘事項  対応方針 
２．研究計画の

妥当性 
①標的としている分子の機能解析が

詳細に行われているが、がん幹細

胞としての機能解析が弱い 
②研究結果を臨床応用するには時間

がかかる 
③がん幹細胞については競合も激し

いのでもっと独創性を出す必要があ

るのではないか 

①Sphere法※およびソーティング※によっ

てがん幹細胞を選別し、これを用いた研究を

実施する。 
②他機関、企業との共同研究へと発展させ、

促進を図る。 
③独自の手法によるがん幹細胞の制御分子

スクリーニングを行っていく。 

３．研究成果の

波及効果及

び発展性 

④現在のステージでは、未だ治療法

への展開が弱い 
 

④がん幹細胞の幹細胞性に深く関わるBMI1
の制御による細胞死誘導機構の治療への

応用を進めていく。 
４.その他 
 

⑤BMI１※と CD１３３※ががん

幹細胞の抗がん剤耐性と関係があ

るかどうか 

⑤BMI1によるCD133転写調節機構の解析

を進めていくとともに抗がん剤耐性との関

係も明らかにする。 

総合評価 
 

・非常にアクティブであるが、研究

テーマに優先順位をつけて取り組

んでいただきたい 

・特に難治がんおよび再発がんの治療開発へ

の応用を目指して最優先課題として研究を

進める。 
※ 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。頭蓋外固形腫瘍では最も頻度が高い難治性腫瘍である 
※Sphere法：細胞に塊を形成させて培養する手技。 
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※ソーティング：特定の細胞を機械によって選別する手技。 
※BMI1：ポリコーム（染色体に付着し、遺伝子の量を抑制するたんぱく質）の１つで発がんを促進する。 
※CD１３３：がん幹細胞の指標となるたんぱく質でがん細胞の分化を抑制する。 
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＜課題評価結果対応票＞  
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～平成２４年度 
 
研究概要 

抗癌剤を用いた化学療法は、外科的な切除、放射線治療および免疫療法とともに

がん治療の重要な柱の一つである。中でも、DNA損傷性の抗癌剤は、がん細胞の

ゲノムDNAに重篤な損傷を与えることによって細胞死を誘導し、そのがん細胞を

生体から排除する。しかしながら、抗癌剤に暴露されたがん細胞の中には、やがて

その抗癌剤に対する耐性を獲得する（抗癌剤耐性獲得）がん細胞が出現し、抗癌剤

によるがん治療効果の著しい低下をもたらす。さらに、最近になって注目されて

いるがん幹細胞の性質の一つとして、この抗癌剤耐性が掲げられていることから

も、がんの撲滅のためには抗癌剤耐性を克服する手法の研究、開発が強く求められ

ている。抗癌剤耐性獲得という現象は、抗癌剤感受性のシステムのどこかに破綻が

生じた結果、顕在化する現象であると考えられる。そこで、我々は抗癌剤感受性を

決定する役割を担うがん抑制蛋白質であるｐ５３ファミリーに着目し、そのDNA
損傷に応答した活性化機構の解析を介して、抗癌剤耐性獲得という現象の原因を

探索するとともに、その克服を可能にする手法の開発研究を推進したい。加えて、

がん幹細胞のマーカー分子の一つとして考えられている Cdx 蛋白質の発現制御

機構の解析を通して、がん幹細胞における Cdx 蛋白質の発現を抑制する手法の

開発に取り組みたいと考えている。 
評価項目            所     見 
１．研究の必要

性や重要性 
・抗がん剤抵抗性はがん治療における大きな問題であり、その分子機構の解明は

重要である 
・目的は明確であり必要性も高い 

２．研究計画の

妥当性及び

達成の可能

性 

・RUNX３※などｐ５３※に関して、JBC※など質の高い数多くの論文を発表し

た点は評価できる 
・妥当である 

３．研究成果の

波及効果及

び発展性 

・治療への応用という点では先は長いが、着実に成果を上げている 

評価項目 指摘事項  対応方針 
１．研究の必要

性や重要性 
①治療への応用は遠く、波及効果は

みられない 
①本指摘を真摯に受け止め、今後の研究課題の

設定に配慮し、治療応用への新たな取り組みも

おこなう。 
２．研究計画の

妥当性 
②創薬への道も遠く、発がんの基礎

研究としてもさほど大きなインパ

クトはみられない 
 
③耐性克服への道筋が具体性をもっ

ていない 

②研究課題の精査を行ない、本指摘に対応した

いと考えている。創薬開発は他の研究チームと

連携して行いよりインパクトの高い研究に取

り組む。 
③耐性克服に具体的に応用可能な目的志向的

な研究課題の設定をもって対応したい。 
３．研究成果の

波及効果及

び発展性 

④個別化医療や創薬への道筋が明

らかでない 
 

④創薬のシーズを探索するような研究課題の

設定を議論し、外部資金の申請書に盛り込ん

だ。 
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 ⑤研究全体としては高く評価でき

るが、今後の課題として臨床応用を

念頭に置いた研究戦略も考えてほ

しい 

⑤臨床応用につながるような基礎研究の展開

を具体的に企画している。 

総合評価 ・研究成果も上げており、これから

の発展が期待できる。上條研究室と

の連携をさらに進め、多角的なアプ

ローチをしてほしい 

・毎年のように研究成果を国際的な雑誌に掲載

されるように努力を重ねたい。必要に応じて、

上條研究室や他の研究室との共同研究を推進

し、さらに多角的な発展を企画していきたい。

※RUNX３：胃癌のがん抑制遺伝子 
※p53：重要ながん抑制遺伝子 
※JBC：Jounal of Biological chemistryの略で生化学分野における雑誌の名前 
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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 H１０年度～H２４年度 
 
研究概要 

本課題では、DNAチップ※解析法等によるがんのゲノム異常及び遺伝子発現の

網羅的な解析により、がんの発生、進展に関与する重要な遺伝子の同定と、がんの

性質と強く相関するゲノム異常や遺伝子発現パターンを用いた新しい診断法や

リスク分類法の開発を行う。また、同定※されたがん関連遺伝子群から新規治療法

開発につながるものを絞り込むため、詳細な解析を行う。 

評価項目            所     見 
１．研究の必要

性や重要性 
 

・神経芽腫※の予後予測、新規分子標的とともに大変に重要な研究である 
・国際的にも重要な研究であり、時間がかかるだろうが、継続して研究を進め、

成果を期待したい 
・特に神経芽腫の個別化診断法の確立は世界の患者に大きな利益をもたらす 
・千葉県発の世界レベルでの医学研究の推進は県としても重要だろう 
・千葉県がんセンターのもつ研究資源を充分に生かした研究であり、特に小児がん

については世界をリードする研究が期待できる 
２．研究計画の

妥当性 
・極めて妥当であり、期待通りの達成度である 
・ALK※の異常は症例の頻度は少ないが、興味深いので発展を期待する 
・妥当である 

３．研究成果の

波及効果及

び発展性 

・ミニチップによる個別化診断は他のがんに先駆けた優れた成果である 
 

総合評価 ・独創性・実績・臨床応用のどれについても優れており、更なる発展が期待できる

評価項目 指摘事項  対応方針 
１．研究の必要

性や重要性 
①世界における神経芽腫の診断を

リードしており、千葉としての個別

化も推進すべきである 
 

①神経芽腫で構築した診断システムを国内

のみならず海外でも通用するシステムとし

てさらなる展開をはかりたい。国内の臨床

施設と密に連携し千葉発の個別化診断法を

導入した臨床研究を進めるとともに、海外の

研究グループとの共同研究を積極的に行う。

２．研究計画の

妥当性 
②ALK 変異、増殖腫瘍の阻害剤に

対する効果を課題に入れてほしい 
②既に他の研究課題（中川原センター長推進

分）でALK変異、増殖腫瘍の阻害剤の研究

は進行中である。 

３．研究成果の

波及効果及

び発展性 

③臨床研究の層別化に利用し、治療

成績の改善に役立ててほしい 
③臨床研究に連動した前向き研究を計画し

ており、国内のスタディグループの付随研究

として今後研究を開始する予定である。 
総合評価 
 
 

・大変に重要な研究であり、期待に

応える成果が得られている。個別化

診断からさらに、難治性グループに

対する新規治療法の開発につなげ

てほしい 

・統計の専門家との共同研究を引き続き進

め、蓄積されたデータを悪性度の異なるグル

ープ毎に詳細に解析することで、難治性腫瘍

の特徴を明らかにし、治療法の開発に結びつ

けたい。 



18 

 
※DNA チップ：小さな基板の上に、数千から数万種類のDNA を規則正しく並べて固定したもの。一度に

多種類の遺伝子の量の測定や染色体の異常を検索すること ができる。 
※ 同定：検索し見つけること。 
※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。頭蓋外固形腫瘍では最も頻度が高い難治性腫瘍である 
※ALK：ALK 遺伝子のこと。ある種のリンパ腫で高度に活性化し、がんの進展に関与する遺伝子として  

見つかった 
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＜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個体発生関連遺伝子の同定※および遺伝子改変

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

当研究局独自の DNA 解析により、神経芽腫※予後良好群において高い発現を

示す遺伝子群の存在が既に明らかとなっている。本研究の目的は、絞り込まれた

数種類のがん関連遺伝子について遺伝子改変マウスを作製後、in vivo※における

生理的な機能解析、およびがんの発生、進展に関わる機能解析を行うものである。

神経芽腫のモデル動物としては、MYCN トランスジェニックマウス※を交配維持

しており、遺伝子改変マウスとの交配や移植実験等により、創薬、治療のための

研究支援も共同研究として行っている。 
さらに、前臨床試験としての動物実験の支援を動物実験施設として行っており、

現在稼動中の nude マウス、NOD/SCID マウスの飼育のみならず、無菌環境等の

受け入れ状況も整備され、今後はNOGマウス等のより免疫不全状態の高い動物の

飼育を行い、共同実験者の研究における移植実験を支援していく予定である。 
また、室独自の研究としては、これらの候補遺伝子群の神経疾患との関わりを

明らかにしていきたいと考えている。これらの遺伝子は、癌においては細胞の死を

導き、生体にとって有用な働きを持つ可能性がある。逆に正常では脳や脊髄での

発現が高いために、遺伝子改変マウスでは、それらがないことで神経の細胞の死が

抑制されることが予想される。従って、神経変性疾患の病態を修飾しうることが

予想される。遺伝子改変マウスの解析を通し、がんのみならず神経変性疾患におけ

る治療につながる病態解析へと発展しうると考えられる。 

評価項目            所     見 
１．研究の必要

性や重要性 
 

・ヒト神経芽細胞腫の個別化診断及び新規分子標的治療の基盤を成す重要な研究

である 
・研究所全体にとって必要な施設である 
・個別化診断法や分子標的というレベルでの特許取得には、大きなサポーティブ

エビデンスを提供し、県の施策に貢献すると思われる 

２．研究計画の

妥当性及び

達成の可能

性 

・ Unc5D※のノックアウトマウスの研究は順調に進行し、成果をあげた 

３．研究成果の

波及効果及

び発展性 

・千葉発の新規診断、治療法を開発にとって必要なものであり、波及効果は大きい

・ Unc5D ノックアウトマウス※の結果は今後がん以外の疾患モデルとして 発

展する可能性があり、大いに期待される 
・ 研究所全体にとって重要なプロジェクトであり、今後も継続して進める必要が

ある 
 

総合評価 ・センター全体の研究基盤としての重要性も高く、強力に推進すべきである 
・ 研究責任者が交代したばかりであり、今後の進展をしばらく見守りたい 
 
 
 



20 

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本研究を単体として捉えるべき

ではなく、ヒト神経芽細胞腫の新規

診断、治療法の開発の基盤として 

重要である 
②成果が出るまでに時間がかかる 

①②成果が出るまで時間がかかる研究であ

るが、新規診断、治療法の開発の基盤として

重要であり、センター全体の研究を援助し、

着実に成果を積み上げていく。 

 
※ 同定：検索し見つけること 
※ 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。頭蓋外固形腫瘍では最も頻度が高い難治性腫瘍である 
※ in vivo:：「生体内において」という意味 
※ トランスジェニックマウス：受精卵に外来遺伝子を導入して、その遺伝子を過剰発現させたマウス 
※ Unc5D：DNAチップ解析により、神経芽腫予後良好群で発現が高く、予後不良群では発現が抑えられ

ていることが明らかとなった新規遺伝子。ネトリン1分子の受容体であり、アポトーシスにも関与する 
※ ノックアウトマウス：目的の遺伝子を破壊して、その遺伝子発現を消失させたマウス 


