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Greetings from the Director

　国立がん研究センター研究所は、19 の研究分野と 8 つの独立ユニットに加えて、センター全体の
共通基盤組織としての基盤的臨床開発研究コアセンターを備え、スタッフと大学院生、研究補助員な
ど総数 350 名を超える国内最大級のがん研究施設です。極めて独創的な基礎研究から、実際の治療
薬・診断薬の開発研究まで、当研究所はセンター内の他部署と連携して幅広い活動を行っています。
多様なシークエンサー群と独自のバイオインフォマティクス開発によるがんゲノム解析では既に多く
の成果を上げており、その発見を基にした薬剤開発・臨床試験もセンターの両病院と連携して行って
います。また、がんゲノム医療の要素技術開発にも注力しており、我が国初のがん遺伝子パネル検査

「OncoGuide™ NCC オンコパネルシステム」を開発し保険収載を実現しただけでなく、オールジャ
パンの開発体制で造血器悪性腫瘍の遺伝子パネル検査法、また小児がんの遺伝子パネル検査法をそれ
ぞれ作成し現在臨床的有用性を確認中です。さらに、バイオリソースの拡充にも取り組んでおり、既
に 400 種類以上の患者腫瘍組織移植（patient-derived xenograft）マウスや 2 万種類以上の新鮮
凍結腫瘍組織バイオバンクが整備されています。これらを有効に活用して国内外のアカデミア・企業と
共同研究を展開してまいります。

The National Cancer Center Research Institute is one of the largest cancer research institutions in 
Japan, with over 350 staff, including postgraduate students and research assistants. The Institute 
covers 19 research areas with 8 independent units, as well as the Fundamental Innovative Oncology 
Core, established as a common platform serving the entire Center. From highly original basic 
research to the development of therapeutic and diagnostic drugs, the Institute conducts a wide 
range of activities in collaboration with other units within the Center. Through a variety of sequencers 
and the development of unique bioinformatics, the Institute has a proven track record in cancer 
genome analysis. Based on these discoveries, we develop drugs and conduct clinical trials with the 
two hospitals of the Center. As part of the development of specific technologies for cancer genomic 
medicine, we developed OncoGuide™ NCC Oncopanel System, Japan’s first cancer gene panel 
test, which is now covered by national health insurance. Currently, we are confirming the clinical 
usefulness of the genetic panel tests for hematopoietic malignancy and childhood cancers, which 
we developed and prepared with partners throughout the nation. Our bioresources are continually 
expanding, with over 400 patient-derived xenograft mice and over 20,000 fresh-frozen tumor tissues 
in our biobank. Utilizing these resources, we will conduct joint research with academia and industries 
in Japan and overseas.
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　いま、がん医療は大きな変革期を迎えようとしてい
ます。次々と新たな治療薬が登場する一方、一人一人
の患者の腫瘍のゲノム情報に基づいた個別化療法が求
められています。このような新しいがん研究・がん医
療の世界の潮流を、我が国がリードしていけるように、
当研究所は以下の課題に重点的に取り組みます。

　がんがなぜ発生するのかは今でも多くの例で不明で
す。それを解き明かすことなくしては、有効ながんの
治療薬開発は困難でしょう。ゲノム・エピゲノム・プ
ロテオーム・メタボロームなど最新の技術を駆使した
がん細胞解析に加え、独創的なアプローチによるがん
細胞の特性解明研究を行い、発がん機構の理解から治
療法・診断法の開発までを一貫して強力に進めてまい
ります。

　例えば同じ「肺がん」であっても、腫瘍それぞれの
ゲノム変異は多岐にわたります。また同じ薬剤を使っ
ていても副作用の出方は患者によって大きく異なりま
す。そのため、これからのがん医療においてはゲノム
情報などを利用して治療法の最適化を行う必要があり
ます。さらには、がんになりやすい遺伝子異常が分か
れば、新しい形のがん予防も可能になると期待されま
す。我が国において、誰もが安心して有効ながん治療
を受けられるために、こういった新しいがん診断・治
療システムを構築し発信してまいります。

Cancer medicine is currently undergoing a revolution. 
While new therapeutic drugs emerge one after another, 
there is a growing need for personalized therapy based 
on genomic information of each patient’s tumor. To help 
Japan lead such global trends in new cancer research 
and medicine, the Institute is focusing on the following 
issues.

The exact pathological mechanism of cancer is still 
unknown in many cases. Without unraveling this enigma, 
it will be difficult to develop effective cancer drugs. In 
addition to cancer cell analysis that makes full use of the 
latest genomic, epigenomic, proteomic, and metabolomic 
technologies, we will consistently press forward with 
research to elucidate the characteristics of cancer cells 
with original approaches, exploring subjects ranging from 
the understanding of carcinogenic mechanism to the 
development of therapeutic and diagnostic methods.

Take lung cancer as an example; even though so named 
collectively, various types of genomic mutations are 
observed in its tumors. Upon using the same drug, 
adverse drug reactions vary greatly from patient to patient. 
Thus, future cancer medicine needs to optimize therapies 
according to genomic and other information. Furthermore, 
identification of cancer-prone genetic aberrations is 
expected to lead to new forms of cancer prevention. We 
will build and communicate such new cancer diagnostic 
and treatment systems so that every patient in Japan can 
receive effective cancer treatment with peace of mind.

使命・活動目標 Mission / Activity Goal

がんの本態を明らかにし、がんの撲滅を目指す　
Elucidating the Etiology of Cancer, Aiming at Eradication of the Disease

■新しい治療法・診断法の開発　Developing New Therapeutic and Diagnostic Methods

■ゲノム医療体制の構築　Advancing Cancer Genomic Medicine



施設紹介 Facilities

8 階から 13 階には一般実験室があり、
実験を行うベンチとデータのまとめなど
を行うデスクスペースに分かれています。
実験室のすぐ横にはラボサポートがあり、
測定機器やフリーザーなどが置かれてい
ます。

４階は共通機器フロアでさまざまな研究
用解析機器が設置されています。

がんゲノム解析はがん研究を発展させる
大きな原動力です。さまざまな種類の次
世代シーケンサーを保有し、がんのゲノ
ム配列を解読することにより、がんの原
因を調べています。

The National Cancer Center is expected to play a central role in cutting-edge 
cancer research, cancer medicine development, and cancer treatments. The 
Institute conducts basic research on cancer and applied research aimed at 
developing new therapeutic and diagnostic methods. The research building was 
completed in 2017 with state-of-the-art research facilities in place.

The building’s 8th to 13 floors house general 
laboratories, each of which is divided into 
benches for experimentation and desk spaces 
for data compilation. Adjacent to each laboratory 
is Lab Support where necessities such as 
measuring instruments and freezers are.

Cancer genomic analysis is a major driver of 
cancer research. This Section has various 
types of next-generation sequencers 
to investigate the causes of cancer by 
decoding the genomic sequence of cancer.

This room is located on the 4th floor, where 
a variety of research analysis equipment is 
installed.

一般実験室　General Laboratories

ゲノム解析室　Section of Genome Analysis Platform

共通機器室　Common Equipment Room

　国立がん研究センターは、最先端のがん研究、がん医療開発、がん診療の
中心的な役割を担う機関として期待されています。研究所では、がんの基礎
研究や新しい治療法や診断法の開発を目指した応用研究を行っています。研
究棟は 2017 年に竣工され、最先端の研究施設が整備されています。
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実験室を出ると会議室が
あり、研究室のミーティ
ングやセミナーなどで利
用されています。会議室
の隣にはラウンジがあり、
休憩や食事の場所として
利用されています。

１階には大会議室とセミ
ナールームがあり、講演
会、セミナーなどが行わ
れています。若手研究セ
ミナーが定期的に開催さ
れ、優秀者には所長賞が
贈られます。

人工知能（AI）をがん
医療に応用する研究も
進んでいます。AI に
よる内視鏡診断を行う
ことで、早期大腸がん
を正確に検知すること
が可能になってきまし
た。

がんゲノム解析を含む
さまざまなデータを統
合的に解析するため、
高性能の解析サーバ、
大容量のデータサーバ
を保有し、がん研究を
支えています。

がん研究において、実験動物を
用いた解析は重要です。個別換
気ケージシステムが各飼育室
に設置され、極めて高い衛生環
境の下で飼育管理されています。
蛍光や発光を利用して、生体内
でがん細胞の転移などの様子を
観察することも可能です。

血液や組織などの試料
（検体）とそれに付随
する診療情報などを保
管し、医学研究に活用
しています。

各フロアのラウンジは
吹き抜け階段でつなが
り、研究者のディス
カッションや交流の場
所として利用されてい
ます。

Located down the laboratory hallway are meeting rooms to be used 
by researchers for meetings and seminars. Located next to each 
meeting room is a lounge, which is used as a place for breaks and 
meals.

The 1st floor houses facilities such as a conference hall and seminar 
rooms, where lectures, seminars, and other meetings are held. Seminars 
for young researchers are held regularly, and the Director’s Award is 
handed to particularly outstanding presentations.

Lounges on each floor are positioned by an atrium stairwell, used 
by researchers for discussions and interactions.

Research is also underway to apply artificial intelligence (AI) to 
cancer medicine. AI-enhanced endoscopic diagnosis has enabled 
us to accurately detect early-stage colorectal cancer.

In order to analyze various data, including cancer genomic analysis, 
in an integrated manner, high-performance analysis servers and 
high-capacity data servers are in place to support cancer research.

Analysis using laboratory animals is indispensable in cancer 
research. An individually ventilated cage system is installed in each 
husbandry room, where the animals are kept in an extremely high 
hygienic environment. It is also possible to observe the metastasis 
of cancer cells in vivo using fluorescence and luminescence.

The  B iobank  s to res 
specimens (samples) 
s u c h  a s  b l o o d  a n d 
tissues and related medical information, making them available for 
use in medical research.

会議室・ラウンジ　Meeting Rooms and Lounges

大会議室・セミナールームAI 解析　AI Analysis

サーバルーム　Server Room動物飼育室　Animal Husbandry Room

バイオバンク　Biobank

吹き抜け階段　Atrium Stairwell

試料収集実績（2022 年 3 月末日現在）

■病理凍結組織 症例数：28,787 症例

  検体数：118,633 バイアル

■研究用採血血液 症例数 ・血 漿：101,409 症例

　　　  　　　・DNA：101,471 症例

　　　  　　　・RNA 抽出用 lysate：98,527 症例

  検体数・血 漿：469,029 バイアル

  　　　・DNA：383,486 バイアル

  　　　・RNA 抽出用 lysate：99,533 バイアル

Collected Samples (as of March 31, 2022)

Pathological frozen 
tissues

Blood collected for 
research

28,787 cases

118,633 sample vials

plasma: from 101,409 patients

DNA: 101,471 patients

Lysate for RNA extraction: 98,527 patients

Lysate for RNA extraction: 99,533 vials

samples Plasma: 469,029 vials

DNA: 383,486 vials

Conference Hall and Seminar Rooms
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国内最大級のがん研究所 Among the Largest Cancer Research Institutes 
in Japan

基盤的臨床開発研究コアセンター（FIOC：Fundamental Innovative Oncology Core）

Tsukiji TR Board とは？

　FIOC は基礎研究と臨床との橋渡しを推進すること
を目的に設置された組織であり、現在は以下のような
活動を行っています。

抗悪性腫瘍薬の開発に用いるがんモデルとして、さまざまながん種の
PDX 株、オルガノイド株、細胞株を樹立しています。また、これら
を用いた薬効評価の支援も行っています。

国立がん研究センターの研究者が行う基盤／開発研究に対して、各種
オミックス解析、免疫学的解析、病理学的解析、動物実験などの支援
を行っています。

先端医療開発センター（EPOC）と連携し、抗悪性腫瘍薬／バイオマー
カーの開発を目指した、TR（基礎から臨床への橋渡し研究）及びリバー
ス TR（臨床から基礎への橋渡し研究）に取り組んでいます。

上記バイオリソースと、コアファシリティとしての研究支援基盤及び
解析技術を活かし、企業／アカデミアとの共同研究を多数実施してい
ます。

　Tsukiji TR Board は、築地キャンパスのトラン
スレーショナル・リサーチ（TR）を活性化すること、
及び製薬企業・アカデミアへの築地 TR 研究体制の
“ 見える化 ”、“ 易アクセス化 ” を目的に、中央病院
と研究所が一体となって進めている新たな TR 研究
の枠組みです。Tsukiji TR Board の取り扱う TR
研究は、製薬企業との TR 研究を主とし、アカデミ
アとの TR 研究も対象としています。

Fundamental Innovative Oncology Core (FIOC) bridges 
basic research and clinical practice. Currently, FIOC is 
engaged in the following activities.

The Tsukiji TR Board is a new framework for translational 
research (TR) where  Hospital and the Institute jointly 
work to invigorate TR on the Tsukiji Campus, making 
the Tsukiji TR research system “visible and accessible” 
to pharmaceutical companies and academia. The Tsukiji 
TR Board focuses mainly on TR with pharmaceutical 
companies and additionally covers TR with academia.

1. Development of bioresources (patient-derived cancer model)
As cancer models for the development of antineoplastic agents, we have 
established PDX strains, organoid strains, and cell lines of various cancer 
types. Using these models, we also support the evaluation of drug efficacy.
2. Research Support as a Core Facility
For basic and development research conducted by researchers at the 
National Cancer Center, we provide various types of support, including 
omics analyses, immunological analyses, pathological analyses, and animal 
experiments.
3. Promotion of TR and reverse TR
In collaboration with the Exploratory Oncology Research & Clinical Trial 
Center (EPOC), we are working on translational research (TR) from basic to 
clinical sciences and reverse TR from the bed to bench in the therapeutic 
and diagnostic development with the aim of developing antineoplastic 
agents and biomarkers.
4. Collaboration with Companies and Academia
By utilizing the bioresources described above and the Research Support 
Core as a core facility and analysis technology, we conduct many joint 
research programs with companies and academia.

コンサルテーションから TR 研究実施までの流れ　
Workflow from Consultation to TR Implementation

We are engaged in the basic development of “drug seeds” for pharmaceutical 
companies that may lead to first-in-human (FIH) trials, as well as additional 
research related to clinical trials such as industry-initiated clinical trials.

To facilitate the screening and preclinical studies of new drug candidates, we 
produce PDXs of Japanese origin with detailed clinical information.

At the request of clinicians who are interested in the molecular mechanism of 
a drug, as when they encounter cases of sudden drug resistance or ‘super 
responders’, we analyze available clinical samples and return the results in about 
two weeks.

FIH につながる企業医薬品シーズの基礎開発や、企業治験等臨床試験
の付随研究を行っています。

新薬候補薬剤のスクリーニング及び前臨床試験を促進するために、詳
細な臨床情報の付帯した日本人由来の PDX を作製しています。

急激に薬剤耐性になった症例やスーパーレスポンダーなど、薬剤の分
子機構に興味があるとき、臨床家の要請により、使用できる臨床検体
に応じた解析を行い 2 週間ほどで解析結果を返却します。

製薬企業との TR 研究　TR with Pharmaceutical Companies

創薬のための J-PDX ライブラリー作製事業
J-PDX Library Preparation Project for Drug Discovery

Rainbow Cloud プロジェクト　Rainbow Cloud Project

一本化された相談窓口までご連絡

コア会議メンバーと詳細をご相談

担当研究者と共同研究契約

TR 研究の実施

Contact our centralized consultation desk.

Discuss details with core meeting members.

Conclude a joint research agreement with the researcher in charge.

Start TR.

What is the Tsukiji TR Board?

1. バイオリソース（患者由来がんモデル）の開発

2. コアファシリティとしての研究支援

3.TR 及びリバース TR の推進

4. 企業／アカデミアとの連携
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2020・2021年度の主な成果 Major Achievements 
in FY2020 and FY2021

全ゲノム解析によってスキルス胃がんの治療標的を同定
難治性がんに対する新たな治療法開発の可能性

富士フイルムと「AI 開発支援プラットフォーム」を共同開発
研究機関や医療機関における画像診断支援 AI 技術の研究開発をサポート

免疫チェックポイント阻害薬の治療効果を高精度に予測するバイオマーカーを同定
免疫療法でのプレシジョン・メディシンの実現を目指す

エーザイと、治療効果予測能が高い PDX とがんゲノムデータを用いた「希少がんならびに
難治性がんに対する抗がん剤治療開発を加速させる創薬研究手法に関する研究」を開始

最大規模の横断的がんゲノム解析による新規発がん機構の解明

　スキルス胃がんについて、腹膜播種による腹水細胞を対象と
して全ゲノム解析等を行い、病態の解明と治療標的の同定を試
みスキルス胃がんに特徴的な遺伝子異常を数多く同定しまし
た。その結果から全体の約 4 分の 1 が既存の分子標的薬剤の
有効性が期待できることを見いだしました。さらに、腹水中の
がん細胞から樹立した細胞株を用いて腹膜播種モデルマウスを
作製し、各阻害剤を投与したところ、がん細胞の増殖抑制また
は腹膜播種の消失を確認しました。

　国立がん研究センターが有する、日本人がん患者由来の腫
瘍組織を免疫不全マウスに移植した動物モデルである PDX

（Patient-Derived Xenograft ）ライブラリーとがんゲノム
データを用いて、エーザイが保有する新規抗がん剤候補品の開
発を加速し、薬事承認につなげ、非臨床研究から臨床研究まで
の一貫した新規抗がん剤開発の創薬研究システムを確立します。

　プログラミングなどの専門知識がなくても医師や研究者が自
身で画像診断支援の AI 技術（ソフトウェア）を開発できる「AI
開発支援プラットフォーム」を共同で開発しました。

　免疫チェックポイント阻害薬（PD-1 ／ PD-L1 阻害薬）に
よる治療効果を高精度に予測するバイオマーカー（腫瘍浸潤
エフェクター T 細胞と制御性 T 細胞上の PD-1 発現バランス）
を同定しました。腫瘍浸潤リンパ球の測定・検出方法を企業と
共同開発し、本研究で開発されたバイオマーカーの測定を可能
としました。本研究で開発されたバイオマーカーの臨床的有用
性を検証する臨床試験へと展開しています。

　これまでで最大規模の症例数を対象とした横断的がんゲノム
解析研究を実施し、同一がん遺伝子内における複数変異が比較
的高頻度に存在しており、変異同士が相乗的にがん化を促進す
るという新たな発がん機構を発見しました。複数変異は、単独
では比較的低頻度で機能的に弱い変異に集積しており、これま
で意義不明であった変異が生じる理由が説明可能となりました。

We performed a whole-genome analysis of ascites cells of scirrhous 
gastric cancer caused by peritoneal dissemination in an attempt to clarify 
the pathology and identify therapeutic targets. As a result, we identified 
many genetic aberrations characteristic of scirrhous gastric cancer. The 
results showed that existing molecular targeted drugs could be effective 
in about a quarter of these alterations. Furthermore, we created a mouse 
model of peritoneal dissemination using cell lines established from cancer 
cells in ascites and administered each inhibitor to the mice. As a result, 
we confirmed that cancer cell proliferation had been inhibited or peritoneal 
dissemination had disappeared.

Using the PDX (patient-derived xenograft) library, an animal model in which tumor 
tissues derived from Japanese cancer patients have been transplanted into 
immunodeficient mice, and cancer genomic data, both of which are possessed by 
the National Cancer Center, we support Eisai accelerate the development of new 
anticancer drug candidates owned by the company. Supporting throughout the 
regulatory approval process, we will establish an integrated drug discovery research 
system for the development of new anticancer drugs encompassing all stages from 
non-clinical to clinical research.

We have jointly developed an AI-based development support platform 
that allows doctors and researchers to develop AI technology (software) 
to support diagnostic imaging by themselves without expertise such as 
programming.

We have identified a biomarker (PD-1 expression balance on tumor-
specific effector T cells and regulatory T cells) that can accurately predict 
the therapeutic effects of immune checkpoint inhibitors (PD-1 and PD-L1 
inhibitors). We developed, jointly with a company, a method for measuring 
and detecting tumor-specific lymphocytes, thereby enabling measurement 
with the biomarker developed in this research. We are preparing to conduct 
clinical trials to verify the clinical usefulness of the biomarker developed in 
this research.

We conducted a cross-sectional cancer genome analysis study with one of the 
largest sample sizes to date. As a result, we have discovered a new carcinogenic 
mechanism in which multiple mutations coexist in the same cancer gene at a 
relatively high frequency so that they synergistically promote carcinogenesis. It has 
been known that when multiple mutations occur, they concentrate as functionally 
weak mutations on their own relatively infrequently. This discovery now explains why 
mutations of previously unknown significance occur.

Whole-Genome Analysis Identifies Therapeutic Targets for Scirrhous Gastric Cancer
Potentially Leading to the Development of New Therapies for Intractable Cancers

We started with Eisai, “research to accelerate development of anticancer drugs for patients with rare and refractory cancers” using PDX that accurately 
predicts therapeutic effects, and cancer genomic data.

Joint Development of “AI Development Support Platform” with FUJIFILM Supporting R&D of AI technology to support diagnostic imaging at 
research institutions and medical institutions

Identification of a Biomarker that Accurately Predicts the Therapeutic Effects of Immune Checkpoint Inhibitors
Aiming to Achieve Precision Medicine in Immunotherapy

New Carcinogenic Mechanism Elucidated through the Cross-sectional Cancer Genome Analysis of the Largest Scale
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幅の広い研究領域 A Wide Spectrum of Research Areas

治療開発
グループ
Group for 
Translational Research

新領域創成プロジェクトグループ
Group for Frontier Science

がん患者さん個々のがんとの共生における QOL
向上に視点を設けた次世代型のがん支持療法お
よびがん緩和医療の確立のための包括的がん病態

（基礎）研究を中心に展開しています。

がん患者病態生理研究分野　
Division of Cancer Pathophysiology

We focus on comprehensive cancer pathology (basic) 
research to establish next-generation supportive cancer 
therapy and palliative cancer care with a view to improving 
the QOL of individual cancer patients living with their 
cancers.

肉腫、GIST、神経内分泌腫瘍、脳腫瘍などの
希少がんを対象として、診断や治療最適化のため
のバイオマーカーおよび創薬標的の探索を行って
います。

希少がん研究分野　
Division of Rare Cancer Research

We explore biomarkers and drug discovery targets for 
diagnosis and therapeutic optimization in rare cancers 
such as sarcoma, GIST, neuroendocrine tumors, and 
brain tumors.

人工知能技術を用いて新規がん診断システムや
個別化医療実現支援システム、新規創薬設計シ
ステムの開発研究を行っています。

医療 AI 研究開発分野　
Division of Medical AI Research and Development

Using artificial intelligence technology, we engage in the 
development and research of new cancer diagnosis 
systems, support systems to realize personalized medicine, 
and novel drug discovery design systems.

世界に先駆け独自に見いだした酵素活性である
RNA 依存性 RNA ポリメラーゼ活性とがん幹細
胞の関連を解明することを目指した研究を進めて
います。

がん幹細胞研究分野　
Division of Cancer Stem Cell

We conduct research aimed at elucidating the relationship 
between RNA-dependent RNA polymerase activity, an 
enzyme activity that we discovered for the first time in the 
world, and cancer stem cells.

がんを発症する以前の正常組織、前がん病変や
がんに獲得された遺伝子異常の解析を通じて、ど
のようにがんが発症し、さらに進展するのかを研
究しています。

がん進展研究分野
Division of Cancer Evolution

Thorough analyses of genetic alterations acquired in normal 
tissues, precancerous lesions and cancers, we are studying 
the genetic mechanisms of cancer development and 
progression.

非膜オルガネラによるミトコンドリア制御のメカニ
ズムを世界で初めて発見し、それを応用したがん
の予防・治療法の開発や、健康長寿社会への貢
献を目指しています。

腫瘍生物学分野　
Division of Cancer Biology

We aim to develop new methods for cancer 
prevention, and treatment, and contribute to a healthy 
and long-lived society by applying a new concept of 
“membrane-less organelles” involved in mitochondrial 
quality control, which we discovered for the first time 
in the world.

遺伝子異常に着目し、がん患者さん一人一人に
特徴的な遺伝子異常に基づいた最適な治療標的
を見つけ出すことで、最適ながん治療法を開発す
ることを目指しています。

がん治療学研究分野　
Division of Cancer Therapeutics

We aim to develop optimal cancer therapies by 
focusing on genetic abnormalities and finding optimal 
therapeutic targets based on genetic abnormalities 
characteristic of each cancer patient.

医薬品開発における基礎から臨床をつなぐ橋渡し
に重要な役目を持ち、実地医療における育薬研
究においても重要な研究分野です。

分子薬理研究分野　
Division of Molecular Pharmacology

Clinical pharmacology connects the gap between 
medical practice and laboratory science, especially in 
drug development.

基礎免疫学、ゲノム科学、代謝学など各種のオミク
ス解析を統合することで、がん微小環境での抗腫
瘍免疫応答の本態を解明し、新たながん免疫療
法の開発に向けた基礎的研究を進めています。

腫瘍免疫研究分野　
Division of Cancer Immunology

By integrating various omics analyses such as basic 
immunology, genomics, and metabolism, we are elucidating 
the true nature of antitumor immune responses in the cancer 
microenvironment while conducting basic research for the 
development of new cancer immunotherapies.

各分野の詳細な情報は QR コードよりご覧ください For more information on each field, please use the QR code for the link.

発がん機構研究グループ
Group for Cancer Development and Progression

中央病院病理診断科と密接に連携し、診断の過
程で生まれてきた疑問をもとに、遺伝子変化を診
断に役立てる研究や、診断に役立つ遺伝子異常
を見いだす研究を行っています。

分子病理分野　
Division of Molecular Pathology

Working closely with the Department of Pathology and 
Clinical Laboratories at Central Hospital, we conduct 
research to put genetic changes to practical use in diagnosis 
and research to find genetic abnormalities useful in diagnosis, 
based on questions raised in the process of diagnosis.

高感度機能スクリーニング法と次世代シークエ
ンサー解析とを組み合わせたアプローチによって、
ヒト腫瘍の発生メカニズムを解明し、新たな分子
標的治療法を開発することを目指しています。

細胞情報学分野　
Division of Cellular Signaling

Through an approach combining high-sensitivity functional 
screening with next-generation sequencing analysis, we aim 
to elucidate the development mechanism of human tumors 
and develop novel molecular targeted therapies.

がん幹細胞の維持に必須なエピゲノム制御や代謝
制御の分子メカニズムを解明し、それらを標的と
した新規治療法の開発を進めています。

造血器腫瘍研究分野　
Division of Hematological Malignancy

As we elucidate the molecular mechanisms of 
epigenomic and metabolic regulation, which are 
essential for maintaining cancer stem cells, we are 
developing novel therapies targeting mechanisms.

Group for Research of 
Molecular Functions 
and Targets

分子標的
研究グループ



分子診断・個別化医療開発グループ

独立ユニットグループ

Group for Development of Molecular Diagnostics and Individualized Therapy

Group for Independent Research Unit

実用的ながんゲノムシークエンス解析パイプライン、
それに付随する後天的変異の検出や、構造異常
の検出ツールの開発を行っています。

ゲノム解析基盤開発分野　
Division of Genome Analysis Platform Development

がんの遺伝子異常の全体像を解明することによっ
て、創薬標的やバイオマーカーとなり得る新規の
がん関連遺伝子を同定すること、および、同定さ
れた遺伝子異常に基づいて、がんの分子病態を
理解することを目指しています。

分子腫瘍学分野　
Division of Molecular Oncology

By elucidating the overall picture of genetic abnormalities 
in cancer, we aim to identify novel cancer-related genes 
that are potential drug discovery targets and biomarkers. 
We hope to understand the molecular pathology of cancer, 
based on the identified genetic abnormalities.

病理組織学的知識を基盤としながら、アジアで重
要な難治がん（肝臓がん・胆道がん・胃がん等）
や希少がん（肉腫・成人T細胞白血病・小児腫瘍等）
を主要な研究対象として、がんゲノム・エピゲノム・
遺伝子発現の包括的な解析を進めています。

がんゲノミクス研究分野　
Division of Cancer Genomics

Based on histopathological knowledge, we conduct a 
comprehensive analysis of cancer genome, epigenome, 
and gene expression, mainly targeting intractable cancers 
(e.g., liver cancer, biliary tract cancer, gastric cancer) and 
rare cancers (e.g., sarcoma, adult T-cell leukemia, pediatric 
tumors), which are particularly important in Asia.

オルガノイド技術を中心に細胞生物学的アプロー
チから、がん細胞社会の解明と新規治療法の開
発を目指して研究を進めています。

がん細胞システム研究ユニット
Laboratory of Cancer Cell Systems

Through a cellular biology approach focusing on 
organoid technology, we conduct research aiming 
at elucidating the cancer cell society and developing 
novel therapies.

DNA 複製ストレスに着目し「なぜがんが発生
するのか？」という問いに挑戦し、これらから
得られる情報をもとに「がんの弱点」を見つけ
出し、新しい治療法の開発を目指しています。

ゲノムストレス応答学ユニット
Laboratory of Genome Stress Signaling

Focusing on DNA replication stress, we are challenging 
the question, "What causes cancer? Based on information 
obtained from these studies, we aim to discover the 
weaknesses of cancer and develop new treatments.

本分野では、専らコンピュータによる実験デー
タ分析によって、生物の研究をしています。が
んゲノム学・がんゲノム医療で大きな役割を果
たしています。

生物情報学分野　
Division of Bioinformatics

We study biology through computational analysis 
of experimental data. We play a substantial role in 
cancer genomics and cancer genome medicine.

遺伝子改変マウスやトランスポゾン、CRISPR-
Cas9 などの遺伝学的アプローチを利用して、が
んを制御する分子メカニズムに迫ります。

分子遺伝学ユニット
Laboratory of Molecular Genetics

Using genetic approaches such as genetically 
modified mice, transposons, and CRISPR-Cas9, 
we explore the molecular mechanisms that regulate 
cancer.

We have been developing a practical cancer genome 
sequencing pipeline and accompanying tools for 
detecting acquired mutations.

「がん細胞やがん罹患者のゲノムを把握し、その
生物学的意義・特徴を明らかにすることで、個別
化医療を実現するためのがんの予防・診断・治
療の標的となるシーズ（種）を同定する」ことを
目的としています。

がんの網羅的ゲノム解析やがんゲノムの不均一性・
クローンに進化、さらに生体内微生物を対象とし
たメタゲノム解析を行い、がんの発症・進展に関
して多角的な観点から研究を行っています。

ゲノム生物学研究分野　

ゲノム医科学分野

Division of Genome Biology

Division of Genomic Medicine

The aim of our division is to find “seeds” that improve the 
treatment and prevention of cancer by identifying and 
elucidating the biological significance of somatic mutations 
in cancer genomes and genetic polymorphisms of cancer 
patients.

Our research is on comprehensive genome analysis of 
cancer, the studies of clonal heterogeneity and evolution 
in tumors, and the metagenomic study of microorganisms 
to conduct research from multiple perspectives on the 
development and progression of cancer.

マイクロ RNA に着目し、その機能を知ることで、
発がんの分子メカニズムを理解し、新たながん治
療法や診断法に資する基盤的研究を行っています。

分子発がん研究ユニット　
Laboratory of Molecular Carcinogenesis

By focusing on microRNAs and knowing their functions, we 
develop an understanding of the molecular mechanisms 
of carcinogenesis while conducting basic research that 
contributes to new cancer therapies and diagnostic 
methods.

遺伝子導入による発がんモデルや患者由来細胞
の初代培養によるがんの本体解明を行っていま
す。

病態情報学ユニット
Laboratory of Integrative Oncology

We elucidate the body of cancer by using gene 
transfer carcinogenesis models and primary cultures 
of patient-derived cells.

ゲノム不安定性の誘導機構、その制御機構には
未だに不明な点が多く、ゲノム安定性・不安定性
の制御機構の解明を目指しています。

ゲノム安定性制御研究ユニット
Laboratory of Genome Stability Maintenance

There are still many uncertainties about the mechanism for 
inducing and regulating genomic destabilization. We aim to 
elucidate the regulatory mechanism of genome stability and 
genomic destabilization.

悪性脳腫瘍がなぜ生じてくるのか、なぜ治療が効
かないのかといった特徴を理解し、新しい治療の
開発へつなげようと日 シ々ークエンスデータを用
いた研究を行っています。

脳腫瘍連携研究分野　
Division of Brain Tumor Translational Research

Our researchers sequence several types of malignant tumors 
to reveal how these tumors form and why some of the 
tumors are refractory to current therapies. We are working 
on the sequencing analysis of brain tumors to lead to the 
development of novel therapies.

最も有名ながん抑制遺伝子 p53 の新規機能の
解明を目指し、精力的に研究を進めています。

基礎腫瘍学ユニット　
Laboratory of Fundamental Oncology

We vigorously conduct research to elucidate the new 
functions of the most well-known tumor suppressor 
gene p53.

スプライシング解析や分子生物学的手法、動物
モデル、臨床と連携した研究・前臨床試験など
を駆使して、RNA 異常を持つがん患者さんに、
検査・治療法をお届けすることを目指します。

「がん発症の原因となる遺伝子産物は、細胞内のどこで
わるさ
4 4 4

をしているのか？」 については、ブラックボック
スに包まれてきました。がん細胞内イメージングにより、
増殖シグナルの発信源を突き止め、その理解に基づく治
療薬の基盤的開発に取り組んでいます。

がん RNA 研究ユニット　 がん細胞内トラフィック研究ユニット
Laboratory of Cancer RNA Research Laboratory of Intracellular Traffic & Oncology

Splicing analysis and molecular biological methods, animal 
splicing analysis, molecular biology methods, animal models, 
and clinical and preclinical studies. We aim to deliver tests 
and treatments to cancer patients with RNA abnormalities.

Where do cancer-causing mutant proteins cause growth 
signaling? By intracellular imaging, we investigate the subcellular 
localization of oncogenic mutants and develop a novel strategy 
for inhibition of growth signaling through blocking the intracellular 
trafficking. 9国 立 が ん 研 究 セ ン タ ー  研 究 所
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研究所　組織図

研究所の公式Twitterを開設

Research Institute
As of May 1, 2022

The Institute's 
Official Twitter account.

発がん機構研究
グループ

Group for Cancer 
Development

and Progression

造血器腫瘍研究分野 Division of Hematological Malignancy

がん幹細胞研究分野 Division of Cancer Stem Cell

がんゲノミクス研究分野 Division of Cancer Genomics

ゲノム生物学研究分野 Division of Genome Biology

脳腫瘍連携研究分野 Division of Brain Tumor Translational Research

分子腫瘍学分野 Division of Molecular Oncology

ゲノム解析基盤開発分野 Division of Genome Analysis Platform Development

生物情報学分野 Division of Bioinformatics

ゲノム医科学分野 Division of Genomic Medicine

がん患者病態生理研究分野 Division of Cancer Pathophysiology

がん治療学研究分野 Division of Cancer Therapeutics

分子薬理研究分野 Division of Molecular Pharmacology

希少がん研究分野 Division of Rare Cancer Research

腫瘍免疫研究分野 Division of Cancer Immunology

医療 AI 研究開発分野 Division of Medical AI Research and Development

動物実験施設 Central Animal Division

RI 実験施設 Central Radioisotope Division

バイオバンク部門 Department of Biobank and Tissue Resources

臨床ゲノム解析部門 Department of Clinical Genomics

創薬標的・シーズ探索部門 Department of Translational Oncology

プロテオーム解析部門 Department of Proteomics

薬効試験部門 Department of Pharmacology and Therapeutics

バイオインフォマティクス部門 Department of Bioinformatics

がんモデル開発部門 Department of Cancer Model Development

病理解析部門 Department of Analytical Pathology

免疫創薬部門 Department of Immune Medicine

Started July 2021. 
It introduces research activities and events of the Institute.

2021 年 7 月初旬から本格運用を始めました。
研究所の研究活動やイベントをご紹介します。

分子診断・
個別化医療開発

グループ
Group for Development of 

Molecular
diagnostics and 

Individualized Therapy

2022 年 5 月 1 日時点

分子病理分野 Division of Molecular Pathology

細胞情報学分野 Division of Cellular Signaling

腫瘍生物学分野 Division of Cancer Biology

がん進展研究分野 Division of Cancer Evolution
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A c c e s s & M a p

主要交通機関 Access

M a p 築地キャンパス Tsukiji Campus

〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1
TEL.03-3542-2511( 代表電話 )
https://www.ncc.go.jp/jp/ri/

国立研究開発法人
国立がん研究センター研究所
National Cancer Center Research Institute

●バス
・市 01（都営）国立がん研究センター前バス停から徒歩 3 分
・業10 /都03 /都04 /都05-1/都05 -2（都営）築地三丁目バス停
　から徒歩 5 分
●駐車場：394 台（30 分まで無料）

5-1-1 Tsukiji, Chuo-ku,
Tokyo 104-0045, Japan
Phone:+81-3-3542-2511

● Toei Bus
・3 min walk from National Cancer Center bus stop 
・5 min walk from Tsukiji San-chome bus stop 
● Parking
　for 394 ( free of charge up to 30 minutes )
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東京メトロ日比谷線　2 分
Hibiya Line 2 min.

東京メトロ有楽町線　23 分
Yurakucho Line 23 min.
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徒歩 5 分
5 minutes on foot

徒歩 5 分
5 minutes on foot

徒歩10 分
10 minutes on foot

徒歩
5 分

5 minutes 
on foot
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