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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２８年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

S2505 
関連研究分野  

（分科細目コード）  

腫瘍生物学  

（ 6401）  

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  
がんの悪性化進展研究に関する国際研究拠点形成と若手研究者育成（平成２５年度）  

代表研究機関名 

 

金沢大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

  

 

主担当研究者氏名  大島  正伸  

補助金支出額  

（平成 25年度）  

 

3,400， 000円  

（平成 26 年度）  

 

   14,740,000円  

（平成 27 年度）  

 

   19,070,000円  

（合計）  

 

     37,210,000 円  

(公募応募当初の「事

業計画調書」に記載

の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 25年度）  

        1 人  

 

（平成 26年度）  

         2 人  

（       1人）  

（平成 27年度）  

            2人  

（        2人）  

（合計）  

              2 人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 25年度）  

         1人  

 

（平成 26年度）  

          2人  

（        1人）  

（平成 27年度）  

            2人  

（        2人）  

（合計）  

               2 人  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 25年度）  

         人  

 

（平成 26年度）  

          人  

（        人）  

（平成 27年度）  

            人  

（        人）  

（合計）  

               人  
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１． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した期待される成果の概要 

（事業計画調書（１０－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要）  

派遣する若手研究者は、本研究所において培った基礎的な知識や技術を基盤とし

て、派遣先研究室で高度な研究技術を習得する。さらに、第一線で活躍する派遣先の主

任研究者の指導により、研究戦略や研究方針の立て方を学ぶことも期待される。第一線

の研究者には、独創的な研究哲学があり、日米の研究者間でも国の違いによる研究に対

する考え方の違いがある。派遣される若手研究者は、高度な研究知識と技術を身につけ

た上に、最先端の研究をどのような問題意識を持ってどのように攻めて行くのかという

研究戦略を学ぶ事で、真に国際競争を勝ち抜く力を備えた人材へ成長することが期待さ

れる。さらに、派遣先は世界的ながん研究拠点であるため、若手を含む多くの優秀なが

ん研究者が世界から集結しており、彼らとの研究交流によりネットワークを構築するこ

とで、将来的にも国際的ながん研究動向を把握して、国際共同研究を展開出来る。 

このような人材養成は、本邦において基盤を充分に構築した若手研究者を、海外の

先端的な研究室に派遣することで初めて達成出来ると考える。したがって、派遣される

研究者は、若手研究者ネットワークの中心として、将来的には日本のがん研究の水準の

底上げの推進に大きく貢献し、欧米との研究競争の先頭に立って日本のがん研究を牽引

することが期待される。 

成果の検証方策として、短期的には、派遣される若手研究者が発表する研究論文の

国際的な評価により、本計画による派遣が学術の振興に貢献したか確認する。長期的に

は、派遣した若手研究者が国内外の研究機関で、教授または主任研究員としてのポスト

を獲得しているか、そしてがん研究領域において国際的に活躍しているかを追跡調査す

ることにより、本計画による若手人材育成の成果を検証する。 

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

 

【理由】  

 本事業での派遣研究機関は、米国においても研究活動が極めて活発で、多くの著名な

研究者が在籍しているメモリアルスローンケタリング癌センター（ MSKCC）とハーバード

大学ダナハーバー癌研究所（DFCI）に若手研究者を派遣した。両研究機関とも本研究所

の間に、密接な研究交流が生まれ、本事業開始前と比較し、密度の高い国際共同研究活

動を実施できたと言える。 

 MSKCCにおいては、派遣者①は、白血病幹細胞のエピジェネティクスの世界的に著名な

Scott Armstrong博士の研究室において、白血病幹細胞の未分化性維持に必要な因子の特

定に取り組み、後述の如く、ヒストン修飾酵素として、H3K4メチル化酵素として知られ

るSET/MLL/COMPASS複合体の関与を明らかにした。このような研究活動が認められ、派遣

担当者は、本事業終了後もポジションを確保することができ、研究を継続している。短

期間の研究活動であるため、現時点では、まだ、論文発表には到っていないが、最終的

な成果発表に向かって、まとめの段階にあり、期待以上の進捗であると言える。研究成
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果に加えて、MSKCCや周囲の研究機関の多くの著名な研究者との共同研究を実施すること

によって、がん研究ネットワークの構築ができつつあることも大きな成果である。例え

ば、蛋白複合体の解析を進めるに当たっては、転写機構複合体研究の権威であるロック

フェラー大教授Robert Roeder博士、ヒストン修飾研究の権威であるDavid Allis博士と

共同研究を実施することができた。派遣先のMSKCCにおいては、昨年、エピジェネティク

スセンターが設立され、受入研究者のScott Armstrong博士がセンター長に任命された。

同センターには、Craig Thompson博士(MSKCC、 President and CEO)、Ross Levine博士、

Scott Lowe博士などの名だたるがん研究者も所属しており、がんにおける増殖シグナル

異常・細胞代謝異常が引き起こすエピジェネティクス変化の解明と、その変化を標的と

した治療戦略の開発が推進されている。このような組織と強固な連携を保つことができ、

本研究所が国際的がん研究拠点として機能する上での重要な役割を果たすと期待され

る。 

DFCI においては、派遣者②は David Barbie 研究室において、後述するように、変異型

KRAS による pro-inflammatory cytokines の分泌亢進が、がん微小環境中の好中球や細胞

傷害性 T 細胞の活性制御を介して腫瘍促進に寄与することを明らかにした。さらに KRAS

変異型肺非小細胞がんに対する、pro-inflammatory cytokines の分泌亢進を標的とした

新規治療法の開発を行った。派遣先機関の強みは、豊富な臨床検体由来サンプルを用い

て基礎研究を行うことが出来る点である。さらに発がんマウスモデルを用いた前臨床試

験を行うための研究施設も非常に高度に整備されており、全ての研究を将来的な臨床応

用という明確な目標の下に進めることが出来る。派遣者②は、本研究を進行する過程で、

腫瘍組織の Immune profiling、 マウスモデルを用いた前臨床試験、がん細胞のエピジェ

ネティクス解析、CRISPR/Cas9 法など様々な研究領域に関する専門知識と技術を身につけ

た。派遣者②と派遣先のこれまでの研究内容は「がん細胞自身の遺伝子異常を起因とす

る炎症活性化を治療標的とする」という共通の概念を有しているが、派遣担当者の経験、

技術、知識と派遣先機関のモデル、技術を融合させることで、がん患者の治療という最

終目標を達成するための基盤研究を、さらに追求することが出来た。このように臨床と

強い結びつきをもった研究環境が得られる背景として、派遣者②が所属する Dana-Farber 

Cancer Institute は、隣接するその他多数の Harvard Medical School 関連医療機関と巨

大研究ネットワークを構成していることが挙げられる。またこれら巨大研究ネットワー

クを生かし、マウスモデルを用いた前臨床試験は Kwok-Kin Wong 博士、がん細胞のエピ

ジェネティクス解析は William C. Hahn 博士といった、それぞれ当該分野で世界的に著

名な研究者との共同研究により遂行することが出来た。 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（事業計画調書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び事業計画調書（１０－２）に記載した国

際共同研究において期待される成果概要）  

本事業計画では、白血病細胞の幹細胞性獲得・維持におけるエピジェネティクな制御

機構を解明する事、そしてがん細胞におけるがん関連遺伝子変異に依存した炎症性がん

微小環境形成機序とそれによる悪性化誘導機構を解明する事を共同研究の達成目的とす

る。それにより、本研究所の「がん幹細胞」と「がん微小環境」領域の研究を発展させ、

悪性化進展制御研究の国際研究拠点を形成する。それと同時に、派遣若手研究者には、

受け入れ研究室において実施する共同研究を通して、最先端の研究技術や研究推進手法

を習得し、同時に海外研究者とのネットワークを構築することで、当該領域における国

際的リーダーとして活躍する若手研究者を育成することを、本計画のもう一つの到達目

標とする。そのために、本研究所において主担当研究者および担当研究者は派遣研究者

と密接に連絡をとり、進捗状況の把握や研究局面における研究支援を実施し、ランドマー

クとなる研究論文の発表を目標として計画を実施する。 

 がんによる死亡のほとんどは、悪性化進展が原因である。したがって悪性化進展制

御機構の解明は、がんの克服という人類の福祉への大きな貢献となり、世界的にも悪性

化進展に着目したがん研究が重要視されている。本計画で設定した、「がん幹細胞研究」

と「がん微小環境研究」は、どちらも悪性化進展誘導の重要な素因であるため、本研究

所でも特に重点領域として研究を推進している。このような状況の中で、本計画による

国際共同研究の成果は、それぞれの領域において以下のような学術上の位置づけとな

る。 

「がん幹細胞」研究領域では、幹細胞性の獲得・維持機構に関わる制御因子が明らか

にされて来たが、細胞内での制御機構は不明であり、その解明が研究領域のブレークス

ルーとなる。Armstrong 博士との国際共同研究により、エピジェネティック機序による

幹細胞性の制御が解明されれば、学術上の意義は大きく、がん細胞の幹細胞性獲得・維

持を制御する研究およびがん幹細胞を標的とした臨床研究へと発展が期待される。 

「がん微小環境」研究領域では、感染や慢性炎症性疾患と発がんの関連は明らかにさ

れているが、炎症性疾患のない臓器に発生したがん組織でも、炎症性微小環境が形成さ

れており、その誘導機序は明らかにされていない。Barbie 博士との共同研究により、が

ん細胞でのがん関連遺伝子変異が、周囲の炎症反応を誘導していることが明らかにされ

れば、多くのがんにおける微小環境形成誘導機序が同時に説明される可能性があり、極

めてインパクトの高い発見となる。 

これらの研究成果は、それぞれの研究領域における重要な課題として認識された問題

を解決するものであり、研究結果を国際的に評価の高い科学雑誌に論文発表し、米国癌

学会および日本癌学会等で報告することで、成果のインパクトの高さを検証する。  

 

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  
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【理由】  

【がん幹細胞研究】 

MLL-AF9 白血病幹細胞にて高発現する幹細胞関連遺伝子において、DOT1L による H3K79me2

標識と共に遺伝子発現制御に重要となり、mTOR シグナルによって制御されうるヒストン

修飾を解析した。さらに、shRNA を用いたスクリーニングから、白血病幹細胞の維持に関

わる修飾制御分子を複数同定した。shRNA を用いたスクリーニングから、SET/MLL/COMPASS

複合体が幹細胞性維持に重要な、ヒストン修飾酵素複合体であることを見出した。また

白血病細胞を用いた、メチル化酵素活性ドメインの機能解析から、複合体はメチル化酵

素活性以外にも複数の機能を有し、がん幹細胞の維持には両者が重要であることが示唆

された。近年開発された CRISPR を用いたスクリーニングから、これまで予測されていな

い、全く新しい蛋白機能ドメインを同定し、がん幹細胞に細胞死を誘導する新規薬剤標

的となりうる結果を得た。さらに生化学実験より、同定した非酵素活性機能に重要とな

る、新規の複合体構成因子を同定した。生体マウス白血病モデル・ヒト白血病細胞株を

用いた解析より、同定した因子の結合・機能が骨髄性白血病中のがん幹細胞維持に必須

であることを明らかにした。また酵素活性ドメイン変異細胞と ChIP-Seq 法を用いて、触

媒される H3K4 メチル化のゲノム上の変化を網羅的に解析し、より直接的な下流遺伝子の

同定を試みた。DOT1L 酵素が修飾する H3K79 メチル化との比較から、両者の酵素活性は独

立して制御されているが、一部では下流遺伝子を共有する形式で遺伝子発現制御に機能

していることが示唆された。さらに、MLL1/COMPASS 複合体標的薬と DOT1L 複合体標的薬

の組み合わせが特定の染色体転座を有する白血病モデルに対し、強調的に作用し、白血

病の治療戦略としても効果的であることを見出した。 

【がん微小環境研究】 

Kras変異誘導型非小細胞肺がんのがん微小環境の解析を行い、 Kras;LKB1型において、

Krasおよびその下流シグナルであるTBK1の活性化に依存して炎症性サイトカインが分泌

亢進、好中球の遊走亢進と細胞傷害性T細胞の機能抑制を介して腫瘍促進することを明ら

かにした。新規選択的TBK1阻害剤は従来のMAPK経路、PI3K/AKT経路等に対する阻害剤投

与では腫瘍縮小効果を示さないこれら肺がんモデルマウスに対して、顕著な腫瘍縮小効

果を示すことから、これを、将来臨床応用するための基盤研究を行った。新規TBK1阻害

剤を用いても、NSCLCモデルマウスに数週間投与すると、薬剤耐性の兆候が出現する。本

研究では、まず、TBK1阻害剤耐性獲得の分子機構の解明を行った。新規TBK1阻害剤耐性

NSCLC株 を 作 製 し 、 ヒ ス ト ン 修 飾 を 標 的 と し た ChIP-Sequenceお よ び Whole Genome 

Sequenceによる解析を行い、TBK1阻害剤耐性獲得が、特定の遺伝子変異や増幅ではなく

、Super-Enhancer領域を中心としたゲノム全域でのクロマチンリプログラミングに依存

する可能性を見出した。次にRNA-Sequence解析により、TBK1阻害剤耐性株特異的に上昇

する遺伝子、あるいは Super-Enhancerを含むアセチル化ヒストン領域の Epigenetic 

ReaderであるBRD4阻害剤感受性遺伝子を抽出し、これまでに得られたChIP-Sequence解析

の情報と統合、クロマチンリプログラミング依存的に活性化する増殖シグナル経路を同

定した。この知見を応用し、本阻害剤とEpigenetic inhibitor、特にSuper-enhancer由

来の転写活性化を抑制するBRD4阻害剤との併用療法を開発した。この治療法は、難治性

のLSL-KRASG12D;p53flox モデルにおいても奏功し、革新的な結果である。  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。  

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

 

派遣者②は日本学術振興会海外特別研究員に採択され、事業実施期間終了後から、少

なくとも 2018 年 3 月まで海外派遣先（Harvard Medical School）にて研究を継続する予

定である。 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 

金沢大学高橋智聡研究室と DFCI David Barbie 研究室は、派遣者②の派遣をきっかけ

にがん化シグナルと炎症に関する共同研究を開始、Tufts 大学の Mark Ewen 博士研究室

も包含した研究ネットワークに拡大している。現在これらの研究者との共著論文を投

稿・査読中である。このネットワークは、派遣者②の在籍中は維持される見込みである

し、今後更に拡大される見込みもある。 

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

メモリアルスローンケタリング癌センター（MSKCC）に派遣した派遣者①は、派遣前か

ら、国内の白血病研究者コミュニティーにおいて積極的な活動を行っており、国内の多

くの研究者と交流を通じて、次世代の白血病研究を担う人材であると認識されている。

今回、米国においても白血病研究の中心ともいえる MSKCC で活動を広げ、国際的研究者

コミュニティーでの地位も確立しつつある。このような研究背景をもち、さらに近い将

来、帰国して活動することで、我が国の研究力強化に大きく寄与することが期待される。 

派遣者②は、派遣前に必ずしも恵まれた環境で研究をしてこれたわけではない。しかし、

自らの才覚と努力、そして何より多くの研究者との情報交換によって、少しずつ実績を

重ね、研究の世界の桧舞台へのデビューを勝ち取った人物である。今後、更なる経験を

積み、順調に成長すれば、国際的研究者コミュニティーにおいて確固たる地位を築くで

あろう。そして、将来の帰朝後も、がん研究コミュニティーを牽引する人物となる可能

性が高い。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

主担当研究者  

大島
オオシマ

 正伸
マサノブ

 

 

担当研究者  

平尾
ヒ ラ オ

 敦
アツシ

 

高橋
タカハシ

 智
チ

聡
アキ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計３名  

 

金沢大学  

 

 

金沢大学  

 

金沢大学  

 

がん進展制御研究所  

 

 

がん進展制御研究所  

 

がん進展制御研究所  

 

 

教授 (所長 ) 

 

 

教授  

 

教授  

 

がん分子病理学  

 

 

がん幹細胞学  

 

がん分子生物学  

 

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名  相手側研究者氏名  
職名  

（身分）  
備考  

北米・アメリカ合衆国  

 
 
北米・アメリカ合衆国  

Memorial Sloan–Kettering Cancer 
Center、 Leukemia Center 
 

Dana-Farber Cancer Institute、Lowe 
Center for Thoracic Oncology 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 2機関  

Scott A. Armstrong
博士  
 
David A. Barbie博士  

Director 
 

 

Assistant 
Professor 
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

本計画の目的は、「がん幹細胞」および「がん微小環境」の研究領域における国際共同

研究の推進を通して、「国際性を備えた高い研究能力を持つ若手研究者の育成」と、「本

研究所における当該研究領域の発展による国際的研究拠点の形成」である。その目的の達

成のために、派遣される若手研究員は、相手先研究機関の研究室において主任研究員や研

究室員との十分な英語によるコミュニケーション能力を備えていることや、高度な実験技

術を迅速に修得してスムーズに研究を開始するための、研究基盤が確立出来ている人材で

あることが望ましい。以上のことを考慮して、本研究所において「がん幹細胞」および「が

ん微小環境」領域の研究を行なっている若手研究員を派遣対象者とする。その中から、そ

れぞれの研究領域の基本的知識や実験技術を身につけており、最先端の世界的動向を理解

し、当該領域における研究成果を筆頭著者として論文発表した人材、またはそれに相当す

る人材を選抜基準とする。さらに、英語コミュニケーション能力も重要な要素であるた

め、国際学会等における発表経験のある人材を優先する。 

 

 
上記の選抜方針により、以下の基準を満たす若手研究員を選出した。  
 
① 年令が派遣対象者であること 

② 本研究所内で「がん幹細胞」、「がん微小環境」研究を推進する研究者であること 

③ 主担当研究者、担当研究者により、それぞれの領域での研究成果をあげていると判

断された者 

（本研究所では、助教、博士研究員全員が毎年１回、自分の研究内容についてセミ

ナーで発表する機会を与えている。その内容から派遣に適任な人材を判断する。） 

④ それぞれの領域で筆頭著者として論文発表していること 

⑤ 国際シンポジウム等で英語による口演発表の経験を持っていること 

 

以上の基準で選出した研究者の中から、主担当研究者、担当研究者の協議により、下

記の研究者を選抜して派遣対象研究者とした。 

 

派遣者①（助教）：Scott Armstrong 博士（MSKCC）の研究室へ派遣（平成 25 年） 

【選抜理由】 

平尾敦教授の研究室でがん幹細胞研究に従事し、がん幹細胞研究の知識と技術を習熟

している。また、平成 24 年には mTOR による白血病がん幹細胞制御に関する論文を

Journal of Clinical Investigation（impact factor = 13.0）に筆頭著者として発表

した。また、 Armstrong 博士の研究室を個人で訪問して、先方の研究室にて英語でセ

ミナーを行なった。それを受けて Armstrong 博士から研究室への受け入れを希望する

連絡を受けた 

 

派遣者②（特任助教）：David Barbie 博士（Dana-Farber がん研究所）の研究室へ派遣

（平成 26 年） 

【選抜理由】 
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高橋智聡教授の研究室で Ras に関するシグナル研究に従事し、平成２３年に研究成果を

Oncogene（impact factor = 6.4）に筆頭著者として発表した。また、p53/Rb 変異がん細

胞が炎症性因子を発現する事を発見し（未発表）、がん細胞が誘導する炎症性微小環境形

成の研究を推進している。平成２５年１月に開催した、がん国際シンポジウム（新学術領

域「発がんスパイラル」と金沢大学がん進展制御研究所の共催）にて、英語で研究内容を

口頭発表した。本人の研究歴を確認した、Barbie 博士から研究室に受け入れを承諾する連

絡を受けた。 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

本計画は主担当研究者（大島）と担当研究者２名（平尾、高橋）が担当して、派遣研究

者の派遣先での研究活動を支援する。担当研究者の平尾教授は、Scott Armstrong 博士お

よび博士の研究室へ派遣した若手研究者との連絡を担当し、高橋教授は、David Barbie 博

士および博士の研究室へ派遣した若手研究者との連絡を担当する。全体の支援体制を右図

に示す。 

それぞれの担当研究者は定期的に skype

などの遠隔通信手段により派遣研究者に連

絡を取り、共同研究の進捗状況についてデ

ィスカッションし、派遣研究者に研究遂行

に関する助言を与える。また、本研究所の

担当研究者研究室にて、共同研究推進のた

めに相手先研究室から適宜サンプルを入手

するなどして、解析を実施し、本研究所で

得られる研究材料や データの提供を行な

う。また、４半期に１度の割合で、派遣先の主任研究者とも連絡を取り合い、派遣研究者

の研究進捗状況の確認と、双方の研究室の役割などを含めて、共同研究の戦略について研

究打ち合わせを行なう。 

主担当研究者は、本研究所において２名の担当研究者と定期的に共同研究進捗検討会

を開催し、双方の共同研究から得られた情報を交換し、がんの悪性化進展の本態解明に向

けた共同研究の位置づけの確認と、それぞれの共同研究の方針について打ち合わせを行な

う。そこでディスカッションした内容は、担当研究者と、派遣研究者および派遣先研究者

との研究打ち合わせに反映させる。また、主担当研究者は、２名の派遣研究者と毎月１度

連絡を取り、研究面および生活面での状況を把握するとともに、派遣研究者からの相談や

要望に随時応じられる体制とする。 

主担当研究者または担当研究者は、相手先研究機関の派遣研究者を１年に１度訪問し、

face-to-face で研究の進捗状況について報告を受け、研究打ち合わせを実施する。 

 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

 

変更なし 

 

 

 

 

（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要  

①  派遣された若手研究者の成果 
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（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。）  

 

  派遣者①は、本研究所に所属する以前は、熊本大学おいて、個体発生を中心とした研究

を行っていた。本研究においては、その発生研究で培った技術的優位性をがん研究に応用

し、高い適応能力を発揮することのできた非常に優秀な研究者である。今回、米国におい

ても白血病研究の中心とも言える MSKCC で活動を広げ、国際的研究者コミュニティーでの

地位も確立しつつある。このように着実に研究実績を積み重ねることで、次世代の我が国

のがん研究を牽引する研究者となると期待される。 

派遣者②は、本がん進展制御研究所に博士研究員（のちに特任助教）として雇用される

前は、京都大学大学院医学研究科において、細胞外マトリクスのダイナミズムを制御する

分子の研究を行った。金沢大学では、がん抑制遺伝子の新規の機能を発見した。その過程

で多様な研究スキルを獲得しただけでなく、将来 PI として活躍するための基盤も形成して

いる。この度の留学でその才能にさらに磨きを掛けることによって、将来的に、日本を代

表するような研究者に育つ可能性が高い。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。）  

 

世界的ながんの研究拠点である Memorial Sloan– Kettering Cancer Center (MSKCC)と、

世界で最も先進的ながん研究機関である Dana-Farber Cancer Institute に２名の若手研究

者を派遣し、そこで培われた知識が主担当研究者・担当研究者等を介して、本研究所の若

手研究者へと還元された。 

派遣者②は、当研究所の若手研究者および共同研究者の高橋に対して頻繁に情報発信し

続けている。なかでも、米国で大きな話題となっているエピジェネティクス標的薬の最新

の知識を還元し、このことが当研究所の若手研究者の研究を大幅に推進することとなった。

また、同氏はアメリカ癌学会(AACR)総会において、当研究所の若手研究者と直接に会合し、

様々な先端情報を伝達した。 

このことにより研究で世界と繋がっている、競争している意識が若手研究者間に生まれ、

自身の研究成果について国際シンポジウム等で率先して発表・ディスカッションしていこ

う目標をもつようになった。 

本研究所としてもそのような若手研究者に積極的に国際シンポジウムでの発表の場を設

けており、組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたと考えられる。 

派遣研究者（派遣者①）の白血病幹細胞性獲得・維持に関する成果が認められ、派遣先

（Memorial Sloan-Kettering Cancer Center）でのポジションを得ることができ、平成 28

年には、ハーバード大学に異動し研究を発展させていることと、派遣研究者（派遣者②）

が、がんの炎症性微小環境とそのエピジェネティクス制御に関する研究が、ハーバード大

学内で高く評価され、米国内で評価の高い AACR2016 総会やボストン地区の新進気鋭がん研

究者の発表の場である Colrain meeting へ派遣され、人脈を拡大し、かつ、当研究所の若

手に対し、情報発信したことは、本研究所において、国際共同研究ネットワークがさらに

拡大し、より密度の高い研究を進めていくことの足掛かりになったという点において、具
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体的な成果になったといえる。 

また平成２７年度から国立大学機能強化推進事業により本研究所を中心とする全学的な

研究司令塔を担う「新学術創成研究機構」が設置され、それに伴い４名の若手 PI 教員が新

規に配置されたが、その人事選考に際しては、国際的な組織づくりを目指し海外での実績

を重視しており、研究者の評価において、海外での研究実績を重視するシステム構築され

てきていると考えられる。 

 

一方機関全体としては、サバティカル研修制度を平成２６年度から導入し、研究者に国

外で研究に専念する機会を与えており、大学全体でも若手研究者を育成するシステムが整

備された。 

また、第３期中期目標・計画期間における国際頭脳循環ネットワーク形成の指標の１つ

として、本プログラムの獲得数を挙げている。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①：研究協力員        

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 白血病幹細胞のエピジェネティクス制御を理解する目的で、様々な白血病モデルの

準備を行う。具体的には、 BCR-ABL 遺伝子の導入による慢性骨髄性白血病モデルや

MLL-AF9 遺伝子の導入による急性骨髄性白血病モデルを用いる。白血病幹細胞制御シグ

ナル伝達制御分子 (PTEN、 TSC1、 mTOR)のコンディショナルノックアウトや、PI3K、RAS

の活性型変異体発現システムを準備し、これらのサンプルにおけるシグナル伝達異常に

より引き起こされるエピジェネティックな変化の同定を目指す。そのため、DNA のメチ

ル化やヒストン修飾の変化を、次世代シーケンサーで網羅的に解析する実験系の構築、

予備実験を実施する。 

（具体的な成果） 

 MLL-AF9 白血病モデルを使用した shRNA スクリーニング及び、cDNA を利用した蛋白ド

メイン機能解析から、がん幹細胞の根絶に向けて新たな薬剤標的となりうる蛋白ドメイ

ンを同定した。さらに質量分析技術や次世代シーケンサーを駆使し、分子メカニズムの

同定を行った。また、増殖シグナルとエピジェネティックな変化の関連を解析するモデ

ルとして、MLL-AF9 と RAS や FLT3-ITD を組み合わせ、より悪性度の高い白血病細胞を樹

立した。この細胞を基に、近年急速に技術が確立された CRISPR による機能スクリーニン

グ法を簡易に行える実験系を樹立し、増殖シグナルによるエピジェネティクス制御の研

究を推し進めた。また試験管内に留まらず、生体マウスでの同種移植・異種移植モデル

を用いて、生体内白血病細胞でのエピジェネティクス制御因子研究を行った。これらの

樹立した実験系を他の海外研究者とも共有することにより、多岐に渡る国際共同研究を

展開した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

北 米 ・ ア メ リ カ 合 衆 国 、 Memorial 

Sloan–Kettering Cancer Center 、 Leukemia 

Center、 Scott A. Armstrong 博士  

 

12 日  

 

350 日  

 

366 日  

    

728 日  
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派遣者②： 研究協力員             

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

各種肺がんマウスモデル（p53flox;Rbflox および p53flox;LSL-KrasG12D マウスに Adeno-Cre 

virus を鼻腔吸引）に形成される肺がん組織におけるサイトカイン群の発現量・産生量

を、トランスクリプトーム解析およびサイトカインアレイにより網羅的に解析する。本

研究所で得られた成果と合わせて、これらの情報を統合的に解析することにより、Rb 欠

失および K-ras 活性化型変異のそれぞれに特異的に、あるいは共通して発現制御される

サイトカイン群等の炎症因子を抽出する。 

（具体的な成果） 

 これまでの RB 不活性化および KRAS 活性化モデルを用いた研究から、共通の現象とし

て IL-6、CCL2 を中心とした炎症性サイトカインの分泌亢進が観察され、好中球やリンパ

球の活性制御を介して腫瘍悪性化に影響を与えることを明らかにした。また p53 や LKB1

など、RB および KRAS 以外のその他遺伝子異常の有無もサイトカイン分泌亢進に大きく

影響を与えることを明らかにした。一部の腫瘍モデルにおいては、サイトカイン分泌を

標的とした新規治療法が顕著な腫瘍縮小および寿命延長効果を示すことから、製薬会社

A と提携して前臨床試験を開始した。 

 

 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

北 米 ・ ア メ リ カ 合 衆 国 、 Dana-Farber 

Cancer Institute、 Lowe Center for  Thoracic 

Oncology、David A. Barbie 博士  

 

0 日  

 

59 日  

 

366 日  

    

425 日  
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

本計画は、がん悪性化進展制御の理解を目指して、「がん幹細胞研究」と「がん微小環

境研究」に関する、二つの国際共同研究と若手研究員の派遣を並行して実施する。 

 

【がん幹細胞研究】白血病幹細胞制御シグナルに関わる因子、および発がんに関与する因

子の遺伝子改変マウスを用いて、慢性骨髄性白血病・急性骨髄性白血病モデルを作製する。

作製した各種モデルに発症する白血病細胞を用いて、エピジェネティックな変化を次世代

シーケンサーで網羅的に解析する。各種モデルの白血病幹細胞の動態とエピジェネティッ

クプロファイルの比較解析により、幹細胞性維持に関わるエピジェネティック制御を明ら

かにする。さらに、エピジェネティク制御上流因子の DOTL1 と、我々が研究推進する幹細

胞制御因子 mTOR との関連について明らかにし、がん幹細胞の動態におけるエピジェネティ

ク制御を総合的に理解する。 

 

【がん微小環境研究】がん抑制遺伝子 Rb またはがん遺伝子 K-ras の変異と、p53 変異のコ

ンビネーションに依存して肺がんを自然発生するマウスモデルを用いて、肺がん組織にお

ける炎症性微小環境の形成を病理学的・生化学的に解析し、サイトカイン等の炎症性因子

誘導について明らかにする。双方のモデルに特徴的に、または共通で誘導される因子を特

定し、それらの遺伝子欠損マウスと肺がんモデルとの交配実験を実施する。得られたマウ

スの病理学的および分子生物学的解析により、がん組織における炎症性微小環境形成誘導、

およびがんの発生・悪性化への作用を明らかにする。 

 

（２）成果の概要 

 【がん幹細胞研究】shRNA を用いたスクリーニングから、SET/MLL/COMPASS 複合体が幹細

胞性維持に重要な、ヒストン修飾酵素複合体であることを見出し、本複合体が有するメチ

ル化酵素活性と他の複数の機能が、がん幹細胞の維持に重要であることが示唆された。さ

らに、CRISPR を用いたスクリーニングから、これまで予測されていない機能ドメインを同

定し、がん幹細胞に対する新規薬剤標的となりうる結果を得た。また、生体マウス白血病

モデル・ヒト白血病細胞株を用いた解析より、同定した因子の結合・機能が骨髄性白血病

中のがん幹細胞維持に必須であることを明らかにした。また酵素活性ドメイン変異細胞と

ChIP-Seq 法を用いて、触媒される H3K4 メチル化のゲノム上の変化を網羅的に解析し、よ

り直接的な下流遺伝子の同定を試みた。その結果、DOT1L 酵素が修飾する H3K79 メチル化

との比較から、両者の酵素活性は独立して制御されているが、一部では下流遺伝子を共有

する形式で遺伝子発現制御に機能していることが示唆された。さらに、MLL1/COMPASS 複合

体標的薬と DOT1L 複合体標的薬の組み合わせが特定の染色体転座を有する白血病モデルに

対し、協調的に作用することを見いだした。これらの研究成果は、白血病の治療戦略とし

て非常に重要な知見であり、有意義な研究となった。 

 

 【がん微小環境研究】 KRAS 遺伝子変異は、非小細胞肺がんにおいて頻繁に観察される

Driver 変異であり、多くの場合 p53 あるいは LKB1 遺伝子変異を相互排他的にともなう。

本 年 度 は 、 KRAS 変 異 誘 導 型 非 小 細 胞 肺 が ん マ ウ ス LSL-KrasG12D;p53f/f お よ び

LSL-KrasG12D;LKB1f/f の肺がん微小環境の解析を行い、特に Kras;LKB1 型において、炎症性

サイトカインの分泌亢進が観察され、好中球の遊走亢進と細胞傷害性 T 細胞の機能抑制を

介して腫瘍促進に寄与することを共著者として発表した (Koyama et.al.、  Cancer Res 

2016)。さらに本マウスに炎症サイトカイン分泌を抑制する新規選択的 TBK1 阻害剤を投与
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することで劇的な腫瘍縮小と寿命延長効果を示すことを明らかにした。加えて、新規選択

的 TBK1 阻害剤に対する耐性獲得機構の分子機構を解明し、その機構を抑制する薬剤を定期

的に新規選択的 TBK1 阻害剤と複合投与することにより、耐性獲得を抑制しさらなる寿命延

長効果を示すことに成功した(Kitajima et.al. 投稿準備中)。 

 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

1 0 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入

してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除き

ます。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究

者については  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付してください。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ

以外の国際共著論文については番号の前に「○」印を付してください。  

・当該論文の被引用状況について特筆すべき状況があれば付記して下さい。  

１ Ali MA,Naka K,Yoshida A,Fuse K,Kasada A, Hoshii T, Tadokoro Y, Ueno M, Ohta K, 
Kobayashi M, Takahashi C, ※Hirao A. Association of a murine leukaemia stem cell gene 
signature based on nucleostemin promoter activity with prognosis of acute myeloid 
leukaemia in patients. Biochem Biophys Res Commun;450(1):837-43. 2014 Jul 18.（査読

有）  
２ Hoshii T, Matsuda S, ※Hirao A. Pleiotropic roles of mTOR complexes in 

haemato-lymphopoiesis and leukemogenesis. J Biochem;156(2):73-83. 2014 Aug.（査読有） 

３ 
 

Tanaka S, ※Nakada M, Yamada D, Nakano I, Todo T, Ino Y, Hoshii T, Tadokoro Y, Ohta 
K, Ali MA, Hayashi Y, Hamada J, Hirao A. Strong therapeutic potential of γ-secretase 
inhibitor MRK003 for CD44-high and CD133-low glioblastoma initiating cells. J 
Neurooncol;121(2):239-50. 2015 Jan．（査読有）  

４ Kitajima S, Kohno S, Kondo A, Sasaki N, Nishimoto Y, Li F, Mohammed SA, Muranaka H, 
Nagatani N, Suzuki M, Kido Y and ※Takahashi C. Undifferentiated state induced by 
Rb-p53 double inactivation in mouse thyroid neuroendocrine cells and embryonic 
fibroblasts. Stem Cells, 33: 1657-1669, 2 0 1 5  May.（査読有）  

５ Okahashi N, Kohno S, Kitajima S, Matsuda F, Takahashi C, ※Shimizu H.Metabolic 
characterization of cultured mammalian cells by mass balance analysis, tracer labeling 
experiments and computer-aided simulations. J Biosci Bioeng, 120:725-731, 2015 Dec.（査

読有）  
 

６ Kitajima S, Li F, ※Takahashi C. Primary Culture of Mouse Thyroid Calcitonin-producing 
Cell (C cell) Tumors. Bio-Protocol, (http://bio-protocol.org/e1681).2015 May. （査読有） 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shimizu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25936961
http://bio-protocol.org/e1681).2015
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inflammation. Cancer Immunology Research, 4(6): 520-530, 2016 Jun 4.（査読有）  

◎11 S. Kitajima, T. Rohit and ※DA. Barbie. 
Inflammation as a driver and vulnerability of KRAS mediated oncogenesis.  
Seminnars in Cell and Development Biology, d o i :  1 0 . 1 0 1 6 / j . s e m c d b . 2 0 1 6 . 0 6 . 0 0 9 .   
E p u b  a h e a d  o f  p r i n t  2016.（査読有）  
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③  学会等における発表 

 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、

発表年月（西暦）について記入してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる

場合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主

担当研究者には二重下線、担当研究者については  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  

を付してください。  

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、ま

た、それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

○１ Tadokoro Y, Hoshii T, Naka K, Eto K, Ema H, Yamazaki S, Yoshimura A, Nakauchi H, 
Hirao A. Inhibitory effect of Spred1 on self-renewal activity mediated by cell-cell 
interaction determines size of hematopoietic stem cell pool, The 12th Stem Cell 
Research Symposium. 2014 年 5 月 30-31 日  (福岡 ).（口頭発表 ,審査有）  

２ Ali M, Hoshii T, Tadokoro Y, Ueno M, Naka K, Hirao A: A novel approach for 
identification of hematopoietic stem cell population by nucleostemin promoter activity. 
The 12th Stem Cell Research Symposium.2014 年 5 月 30-31 日(福岡).（ポスター発表,

審査有）  
  ３ 

 
Sasaki N, Kitajima S, Muranaka H, Shamma A, Kohno S, Takahashi C. The metabolic 
function of RB in controlling mevalonate (MVA) pathway regulates tumor progression. 
Keyston Symposia.2015 年 1 月 16 日  (Vancouver, Canada/Fairmont Hotel Vancouver).
（ポスター発表 ,審査有）  
 

４ 村中勇人, 多田秀明, 林昭夫, 南圭一, 丹下正一朗, 北嶋俊輔, 鈴木健之, 松坂賢, 

島野仁, 髙橋智聡. がん抑制遺伝子 RBと SREBP1 の発がん制御における協調的作用.
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年 5 月 29 日（東京/一橋大学一橋講堂）.（ポスター発表,審査有） 
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