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自己点検および外部評価の項目 

評価項目（評価の観点） 

１ 研究目的の重要性・妥当性 
・ 学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか。 
・ 研究構想や研究目的が具体的かつ明確かされているか。 

２ 研究組織・研究計画・経費の妥当性 
・ 研究目的の達成のために研究組織が有機的に構成され活動しているか。 
・ 研究計画は妥当か。 
・ 大型施設・機械の整備状況は研究に見合ったものとなっているか。 

３ 研究の進捗状況 
・ 研究の進捗状況は概ね計画どおり進捗しているか。 
・ 期待できる研究成果はあがり、適時発表されているか。 
・ 大型施設・機械の整備・稼働助教は妥当か。 

４ 研究の波及効果 
・ 関連研究分野の進展に対する大きな貢献、新しい学問分野の開拓等、学術的な波及効果が期

待できるか。 
・ 科学技術、産業、文化など、幅広い意味で社会に与えるインパクト・貢献が期待できるか。 

５ 今後の研究の方向性 
・ 現在の研究の問題点を的確に把握し、今後の改善点として具体的対策が取られているか。 



機器の整備・稼働状況 

評価項目（評価の観点） 

３ 研究の進捗状況 
・ 研究の進捗状況は概ね計画どおり進捗しているか。 
・ 期待できる研究成果はあがり、適時発表されているか。 
・ 大型施設・機械の整備・稼働助教は妥当か。 

概ね堅調に推移しているが東日本大震災の影響は大きかった。 
 
機器の整備は、半年から10ヶ月程度遅れ、 
稼働までに時間がかかった。 



機器の整備・稼働状況 

評価項目（評価の観点） 

３ 研究の進捗状況 
・ 研究の進捗状況は概ね計画どおり進捗しているか。 
・ 期待できる研究成果はあがり、適時発表されているか。 
・ 大型施設・機械の整備・稼働助教は妥当か。 

概ね堅調に推移しているが東日本大震災の影響は大きかった。 
 
機器の整備は、半年から10ヶ月程度遅れ、 
稼働までに時間がかかった。 

導入後は、順調に推移している。 
例えば次世代シークエンサーでは、専門のテクニシャンの育
成が終わり、現在までに学外との共同研究を含め10部門、
延べ40人で、540時間/月 



成果の発表状況 

評価項目（評価の観点） 

３ 研究の進捗状況 
・ 研究の進捗状況は概ね計画どおり進捗しているか。 
・ 期待できる研究成果はあがり、適時発表されているか。 
・ 大型施設・機械の整備・稼働助教は妥当か。 

平成22/23年の英文論の発表総数 
 
252編（2.8編/年/プロジェクト推進委員） 



研究計画のロードマップとの対比 

評価項目（評価の観点） 

３ 研究の進捗状況 
・ 研究の進捗状況は概ね計画どおり進捗しているか。 
・ 期待できる研究成果はあがり、適時発表されているか。 
・ 大型施設・機械の整備・稼働助教は妥当か。 

ここから先の部分は、プロジェクト１の成果は、
前沢が、 
プロジェクト２については、石崎が具体的に例
示しながらご説明します。 



プロジェクト１のロードマップとの対比 

年度 計画予定 評価 

22 
• Omics解析を用いた各種抗ガン薬に対する

反応性パスウエイの同定 
研究を開始 ○ 

• ジャイロ型の内視鏡手術関連デバイスの開発 研究の開始に至らず × 

• 消化器癌の前癌病変部におけるエピゲノム解
析（次世代シークエンサーを用いた） 

震災の影響で、年度内の次世代
シークエンサーの導入に至らず、網羅
的解析は延期したが、個別の関心
領域については開始した。 

△ 

• Cancer stem cellを取り囲むニッチ環境モデ
ルの作成 

着手するも、震災の影響もあり、
stem cell／ニッチ細胞のリソースの
喪失 

× 

• 抗がん薬の毒性軽減法の開発 研究を開始 ○ 

• 萌芽研究として新規抗がん分子標的薬のスク
リーニング 

以前からのデータ蓄積があり、実験
データの補完に移行 

○ 



プロジェクト１のロードマップとの対比 

年度 計画予定 評価 

23 
• Omics解析を用いた各種抗ガン薬に対する

反応性パスウエイの同定 
研究の継続 ○ 

• ジャイロ型の内視鏡手術関連デバイスの開発 研究の断念 × 

• 消化器癌の前癌病変部におけるエピゲノム解
析（次世代シークエンサーを用いた） 

平成23年11月より次世代シークエ
ンサーの稼働。培養細胞での基礎
検討の終了。 

○ 

• Cancer stem cellを取り囲むニッチ環境モデ
ルの作成 

モデルの転換を図る △ 

• 抗がん薬の毒性軽減法の開発 研究の継続 ○ 

• 萌芽研究として新規抗がん分子標的薬のスク
リーニング 

以前からのデータ蓄積があり、実験
データの補完に移行 

○ 

• DDSシステムとして抗がん剤含有新規リポソー
ム開発 

肝転移モデルでのin vivo実験の ○ 



プロジェクト１のロードマップとの対比 

年度 計画予定 研究成果の報告(ポスター番号） 評価 

24 
• Omics解析を用いた各種抗ガン薬に対する

反応性パスウエイの同定 
P6, P12 ○ 

• ジャイロ型の内視鏡手術関連デバイスの開発 研究の断念→方向転換の必要性 × 

• 消化器癌の前癌病変部におけるエピゲノム解
析（次世代シークエンサーを用いた） 

P9, P10, P15 ○ 

• Cancer stem cellを取り囲むニッチ環境モデ
ルの作成 

自然spheroid形成がん細胞からの
薬剤スクリーニング 
悪性黒色腫CSCモデルの作成開始 

△ 

• 抗がん薬の毒性軽減法の開発 P5 ○ 

• 萌芽研究として新規抗がん分子標的薬のスク
リーニング 

P3, P4 ○ 

• DDSシステムとして抗がん剤含有新規リポソー
ム開発 

P2 ○ 



本プロジェクトの概要 

Project 1 

がん医療 

Project 2 

再生/補完医療 
Cell therapy 
Biomaterial 

Pre-clinical/clinical Basic science 

④抗がん薬の毒性軽減法の開発 

⑤適正な抗がん薬選択のためのバ
イオマーカー探索 

③内視鏡手術のためのディバイス開発 
①新規抗がん分子標的
薬のスクリーニング 

②Cancer stem cell制御に
よるドーマントセラピーの開発 

①体性幹細胞による組織修復・再生医療 

②バイオマテリアルによる組織修復・再生誘導医療開発 

⑥抗がん薬・cell therapy 
のための革新的DDSの開発 

Omics解析で連携 
 
次世代シークエンサー 
LC/MS/MS 
Microarray 

赤色TGマウス 
で連携 



新規抗がん分子標的薬のスクリーニング 

タンパク質脂質修飾による 
選択的Wnt/β-cateninシグナル制御 

西谷直之、奥裕介、上原至雅 
岩手医科大学 薬学部 微生物薬品創薬学講座 



ゼブラフィッシュ胚によるスクリーニング 

   ～薬効と副作用の同時評価～ 



GGTI -286 

geranylgeranyltransferase  

inhibitor  

Geranylgeranyltransferase  inhibitor （GGTI） 

GGTase 

  脂質修飾  →膜局在 
                 機能制御 

Rho 
GTPase 

Rho 
GTPase 



新規抗がん分子標的薬のスクリーニング 

糖輸送代謝を分子標的とする 
抗がん治療薬の探索 

岩手医大薬学部・細胞病態生物学講座      
北川 隆之 



１）Suzuki , et al. Eur.J.Biochem , 262 , 534-540 (1999)  

 

腫瘍性Ｈｅｌａ細胞の糖輸送タンパク質発現変化1) 

 

The tumorigenic CGL4 cells expressed  
the Glut3 protein, whereas it was 
undetectable in non-tumorigenic CGL1 
cells. 

Hela  
(cervical carcinoma) 

GM0077 
 (normal fibroblasts) 

ESH 5 (non-tumorigenic hybrid) 

CGL1 
 (non-tumorigenic) 

CGL4  
(tumorigenic) 

E.J. Stanbridge & J. Wilkinson, PNAS (1978) 
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CGL1 vs CGL4

CGL1 vs HeLa-S3
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GSK3bリン酸化阻害剤の腫瘍性CGL4細胞に 
対する選択毒性 

Watanabe M, Kitagawa T, et al. Oncogenesis 2012: 1, e21 
 



本プロジェクトの概要 

Project 1 

がん医療 

Project 2 

再生/補完医療 
Cell therapy 
Biomaterial 

Pre-clinical/clinical Basic science 

④抗がん薬の毒性軽減法の開発 

⑤適正な抗がん薬選択のためのバ
イオマーカー探索 

③内視鏡手術のためのディバイス開発 
①新規抗がん分子標的
薬のスクリーニング 

②Cancer stem cell制御に
よるドーマントセラピーの開発 

①体性幹細胞による組織修復・再生医療 

②バイオマテリアルによる組織修復・再生誘導医療開発 

⑥抗がん薬・cell therapy 
のための革新的DDSの開発 

Omics解析で連携 
 
次世代シークエンサー 
LC/MS/MS 
Microarray 

赤色TGマウス 
で連携 



新たな悪性黒色腫の治療レジメンの開発 

渡辺彩乃1)，安平進士1)，葛西秋宅1)，柴崎晶
彦1)，赤坂俊3)，増田友之2)，前沢千早1) 

1) (岩手医大，腫瘍生物)  2) (同，病理学講
座病理病態学分野)  3) (同，皮膚科)  



Neural Crest
(pluripotent)
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悪性黒色腫の化学療法の奏功率はせいぜい20～30%程度 

微小管阻害薬はさらに奏功率が悪く、第一選択薬とはなっていない 

原因はメラノサイト特異的な転写因子MITFによるBCL2の過剰発現 

BCL2阻害薬Navitoclaxがリンパ腫のphase II studyに入っているの
で、paclitaxelとの併用による進行期悪性黒色腫の臨床試験を企
画する方向で検討中！ 
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抗癌剤反応タンパクの高次データモニタリング 

西塚 哲、石田和茂、佐々木章、若林 剛 



Three genotoxic agents (5FU, CIS, 
CPT) were used for drug response 
experiment. After drug 
administration with 18 different 
conditions (a), cell pellets were 
collected over 24h time course2. 
Resulting cell lysates were printed 
on lysate arrays (b) followed by 
immunochemical detection and 
digital imaging analysis. 



Monitoring protein dynamics induced by anticancer agents. One of 
the genotoxicin responding proteins p53 responded in an expected 
manner (a). All three agents induced a global proteomic response 
(b). 



Comparison of protein 
dynamic pairs. The dCor 
value >0.8 is considered 
the 2 functions are 
similar (a). Pairs with 
functional* proteins 
exhibited higher dCor 
than non-functional** 
pairs (b). No significant 
difference between 
known and unknown 
pair of proteins*** (c).  

*Functional protein: Detected by specific 
primary antibody 

**Non-functional protein: Detected by total 
protein staining (i.e., colloidal gold) 

***Pair of proteins known to interact from 
literature search. 



薬剤感受性の異なる細胞間の 
Omics解析 
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リポソームDDSキャリアによる 

Dual Targeting 

杉山 育美1)、及川 浩樹2)、増田 友之2)、佐塚 泰之1) 

1)岩手医科大学 薬学部 創剤学講座 
2)岩手医科大学 医学部 病理学講座 病理病態学分野 
 
 



：Opsonin 

：Liposome 

：PEG-modified 

           liposome 

PEG(polyethyleneglycol) 

Modification  

Primary Tumor 

原発巣への特異的なリポソーム集積 

薬物を内封し、PEGを修飾したリポソームはオプソニン分子からの捕捉を
逃れて血中を循環する。 

血中を循環するリポソームは新生血管を介したEPR効果により癌細胞に集
積した。 



転移癌モデルマウスに対するリポソームの効果 
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indicated by a) p < 0.001.  (n = 4-9) 

(B) HE Stain of Liver 
Control： 

Liposome： 

Novel Liposome： 

(91.0 ± 1.4 %) 

(25.0 ± 7.1 %) 

(6.0 ± 1.4 %) 

(Tumor Area Ratio ) (A) Survival Ratio 

新規PEG修飾リポソーム (Novel Liposome) は肝転移に対して強い抗腫瘍 

効果を示し、有意な延命効果が認められた。 



自己点検および外部評価の項目 

評価項目（評価の観点） 

４ 研究の波及効果 
・ 関連研究分野の進展に対する大きな貢献、新しい学問分野の開拓等、学術的な波及効果が期

待できるか。 
・ 科学技術、産業、文化など、幅広い意味で社会に与えるインパクト・貢献が期待できるか。 

特許申請と、臨床研究への橋渡し 



自己点検および外部評価の項目 

評価項目（評価の観点） 

５ 今後の研究の方向性 
・ 現在の研究の問題点を的確に把握し、今後の改善点として具体的対策が取られているか。 



自己点検および外部評価の項目 

評価項目（評価の観点） 

５ 今後の研究の方向性 
・ 現在の研究の問題点を的確に把握し、今後の改善点として具体的対策が取られているか。 

年度 計画予定 研究成果の報告(ポスター番号） 評価 

24 
• Omics解析を用いた各種抗ガン薬に対する

反応性パスウエイの同定 
P6, P12 ○ 

• ジャイロ型の内視鏡手術関連デバイスの開発 研究の断念→方向転換の必要性 × 

• 消化器癌の前癌病変部におけるエピゲノム解
析（次世代シークエンサーを用いた） 

P9, P10, P15 ○ 

• Cancer stem cellを取り囲むニッチ環境モデ
ルの作成 

自然spheroid形成がん細胞からの
薬剤スクリーニング 
悪性黒色腫CSCモデルの作成開始 

△ 

• 抗がん薬の毒性軽減法の開発 P5 ○ 

• 萌芽研究として新規抗がん分子標的薬のスク
リーニング 

P3, P4 ○ 

• DDSシステムとして抗がん剤含有新規リポソー
ム開発 

P2 ○ 


