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講　師

茨城県圏央道沿線・千葉県東葛・千葉県千葉市地域産業創出推進ネットワーク・東葛テクノ会

日進工具 株式会社
技術顧問　田中　祐弌 氏

日　時 平成24年9月7日（金）

   18:00～20:00
場　所 東葛テクノプラザ　３F第1研修室

参加費

大学等研究交流サロン

★日　時　平成24年9月28日（金）
★場　所　東京大学柏キャンパス、東葛テクノプラザ

★タイムテーブル

　①シーズ発表会・見学会　15:00～17:00*無料

　　　東京大学柏キャンパス（新領域基盤棟）

　②意見交換会・交流会　　17:15～（希望者のみ）*\1,000

　　　東葛テクノプラザ

講　師 東京大学　
　教授　堀　洋一 氏

千葉県バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議

シーズ発表会
微生物の産業利用～かずさ発・伝統技術と最新技術の融合～

★日　時 平成24年9月11日（火）13:00～17:00

★会　場 かずさアカデミアホール　２０２B

★定　員 100名（先着順）

★申込方法 かずさＤＮＡ研究所HPよりお申込みください。
http://www.kazusa.or.jp/bio-network/index.html

千葉県バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議

バイオバンク研究部会
　　シンポジウム

★日　時 平成24年9月14日（金）13:00～17:00

★会　場 千葉大学 亥鼻キャンパス
　薬学部120周年記念講堂　
　　医薬系総合研究棟Ⅱ １階

無料相談開催中 ( 要予約）発明（第４火曜日）技術（毎週金曜日）海外進出（随時）

　小径切削工具メーカーの視点で、付加価値の高い、今後の日本

の「ものづくり」を模索していくと、微細・超精密加工や新素材

の比較的精密な加工に行き着きます。しかしながら現実にはマー

ケットがそこに横たわっているほど安易なものではなく、地道な

努力が求められているはずです。

今回のセミナーでは、ミニチュアねじ加工用工具(刃径0.066ｍｍ)

マイクロドリル(刃径0.010ｍｍ)硬脆材加工用スクエアエンドミル

(刃径0.3ｍｍ)を基軸に、既存の設備(工作加工機や周辺機器)を活

用した、実現可能な精密加工(社内的にはマイクロ加工)の紹介と、

主に研究開発機関などで取り組んでいる超精密加工を支える切削

工具について解説していただきます。

1,000円（当日受付にて申し受けます）

東葛テクノ会会員・・・無料

東葛テクノプラザでは、無料相談を行っております。特許に関してや、技術相談
など、どのようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

　　　　　　　　*問合せ*
 東葛テクノプラザ　研究開発課

 担当：玉利（たまり）
 TEL:04-7133-0139
 E-mail:tamari@ttp.or.jp

             　 モーター/キャパシタ/ワイヤレス　
　　　　　 ～いま電気自動車の周辺でおきていること～

　ご好評いただいている「大学等研究交流サロン」シーズ発表の今年度第２回目は、東京大学の堀洋一教授をお招きし、
研究テーマである「キャパシタ（物理電池）・ワイヤレス給電」について座談会形式で発表していただき、参加者との
意見交換を行います。ご興味をお持ちの中小企業の皆様の参加をお待ちしております！

 

公益財団法人かずさＤＮＡ研究所
企画管理部事業推進課
（Tel　0438-52-3957 / Fax 0438-52-3901）

参加費

 無料

お
問
合
わ
せ

「高精度超精密切削加工及び微細精密穴加工用の工具の現状」

★問合せ　
　東葛テクノプラザ　事業推進課　松永
　電話　０４－７１３３－０１３９　FAX　０４－７１３３－０１６２
　E-mail: salon2th@ttp.or.jp

★定　員 200名（先着順）
★申込方法 かずさＤＮＡ研究所HPよりお申込みください。

http://www.kazusa.or.jp/bio-network/index.html

公益財団法人かずさＤＮＡ研究所
企画管理部事業推進課
（Tel　0438-52-3957 / Fax 0438-52-3901）

参加費

 無料

お
問
合
わ
せ

第３回イブニングセミナー



平成２４年８月 

 

第第３３回回  イイブブニニンンググセセミミナナーーののごご案案内内  

茨城県圏央道沿線・千葉県東葛・千葉県千葉市地域新産業創出推進ネットワークおよび東葛テク

ノ会の共催による技術セミナーを、下記のとおり開催いたします。本年度のセミナーは「微細・超

精密切削加工技術及びレーザ加工技術（特に難削材料を対象にした）」を共通テーマとして、関連

する講演を行います。 

多くの若い技術者の方々に参加していただけるように、夕刻から始まる形式としております。ま

た、上記ネットワークや東葛テクノ会に入会されていない方も奮ってご参加ください。 

参加をご希望の方は下記の参加申込票に必要事項をご記入の上、平成２４年９月５日（水）まで

にＦＡＸにてお申込みください。（この用紙をそのままＦＡＸしていただければ結構です。） 

※詳細なご案内は、東葛テクノプラザのホームページをご覧下さい→ http://www.ttp.or.jp/ 

記 

１．主 催：茨城県圏央道沿線・千葉県東葛・千葉県千葉市地域新産業創出推進ネットワーク 

余白余 白：東葛テクノ会 

２．開 催 日 時：平成２４年９月７日（金），１８：００～２０：００ 

３．開 催 場 所：東葛テクノプラザ ３階 第１研修室 

４．講 演 内 容：「高精度超精密切削加工及び微細精密穴加工用の工具の現状」 

余白余 白：講 師 日進工具(株) 技術顧問 田中 祐弌 氏 

５．参 加 費：１,０００円 （参加料は当日受付にて申し受けます） 

東葛テクノ会会員…無料 

６．問合わせ先：東葛テクノプラザ 研究開発課 玉利 

      TEL：０４－７１３３－０１３９ ，FAX：０４－７１３３－０１６２  

      E-mail：tamari@ttp.or.jp 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  参参加加申申込込票票  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

連絡先 

事業所名：                                    

住 所：〒                                   

ＴＥＬ：                ＦＡＸ：                
 

参加される方のお名前等を記入してください。また、交通手段として自動車の利用があれば○で

囲んでください。 

参加者氏名 所属・役職 電子メールアドレス 自動車の利用 

   有 ・ 無 

   有 ・ 無 

   有 ・ 無 

 

http://www.ttp.or.jp/


モータ／キャパシタ／ワイヤレス 

〜いま電気自動車の周辺でおきていること〜 

 

 

 

 

 

 

 

１．日時 平成２４年９月２８日（金） 

 ２．場所 ①シーズ発表会・見学会 

東京大学柏キャンパス（新領域基盤棟） 

柏市柏の葉５－１－５ 

②意見交換会・交流会 

東葛テクノプラザ  

柏市柏の葉５－４－６ 

３．テーマ モータ／キャパシタ／ワイヤレス給電  

～いま電気自動車の周辺でおきていること～ 

４．講師 東京大学 堀 洋一教授 

 ５．定員 ２０名（先着順） 

 ６．タイムテーブル 

  （１）シーズ発表会 １４：００～１５：３０ （２）見学会 １５：３０～１７：００ 

  （３）講師との意見交換会・交流会 １７：１５～１８：１５ 

   ※１３：５０までに、東京大学柏キャンパス新領域基盤棟１F までお越しください。 

      ※意見交換会・交流会の開始時間は、見学会の終了時間の状況により、若干変動のある可能性がございます。 
 

 ７．参加費 無料 （交流会に参加される方のみ１,000 円負担） 

 ８．締切  平成２４年９月２０日（木）  ※ＦＡＸまたは E-mail にてお申し込みください。 
 

 ９．お問い合わせ 公益財団法人千葉県産業振興センター 

東葛テクノプラザ 事業推進課 松永 

       電話 ０４－７１３３－０１３９ FAX ０４－７１３３－０１６２ 

E-mail: salon2th@ttp.or.jp 

    

参加申込書 

  企業名                住所                  

職・氏名               

ＴＥＬ                E-mail                 

参加目的  今後の連携を検討  講師・参加企業との交流  情報収集  その他 

●会社のプロフィールをご記入願います。 

業務内容               得意技術                

※当日は、自社の概要が分かる資料（パンフレット等）を５部、御持参下さい。 

ご好評いただいている「大学等研究交流サロン」シーズ発表の今年度第２回目は、東京大学の

堀洋一教授をお招きし、研究テーマである「キャパシタ（物理電池）・ワイヤレス給電」につい

て座談会形式で発表していただき、参加者との意見交換を行います。 

ご興味をお持ちの中小企業の皆様の参加をお待ちしております！ 
 

※「大学等研究交流サロン」とは、企業が新製品・新技術の開発を促進するために必要な情報について、大学等

の研究者から講演・アドバイスを受ける機会を定期的に設けるために設置したものです。 



モータ／キャパシタ／ワイヤレス 〜いま電気自動車の周辺でおきていること〜 

東京大学 新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 堀 洋一 教授 

 

 ガソリンと電気はエネルギーの形がまったく違うのに、なぜ 

電気自動車（EV）は「止まって」「短時間で」「大きな」エネ 

ルギーを入れようとするのだろう。ガソリンを町中に噴霧し， 

クルマがそれを吸い込んで走るなどということはまず無理だが， 

電気なら実質同じことができる。EV の航続距離が不十分である 

ことは皆知っている。それで短い航続距離でがまんしようとか， 

高性能電池がキー技術だと誰もが言う。しかし固定観念にとらわ 

れすぎていないだろうか。 

実はもう一つの道がある。EVが電力インフラから直接エネル 

ギーをもらうようにすれば，航続距離とは「インフラから離れて 

も安心できる距離」程度の意味しかなくなる。停車中の「ちょこ 

ちょこ給電」と走行中の「だらだら給電」によってまったく別の 

EV社会を描くことができる。さらに，モータの優れた制御性を生 

かした「モーション制御」が当たり前になれば車の使うエネルギ 

ーは激減し，安全性や乗り心地は大きく向上するだろう。 

電気は起こしたらすぐ使うのがベストである。貯めて使うのは 

あまり賢くないから，発電所から延々と送ってくる。しかし車は 

電車ではないから，数〜数十kmを走る程度のエネルギーは自前 

で持つ必要がある。電力を頻繁に出し入れするには，寿命の短い 

リチウムイオン電池に代わって，数百万回の充放電に耐えられる 

物理電池「キャパシタ」と，最後の数メートルを担う「ワイヤレ 

ス給電」がキー技術となる。 

キャパシタEVの概念はオートチャージ「Suica」と似ている。 

昔は大きな駅でしかチャージできなったが，だんだん使える範囲 

が広がるとともに，１回にチャージする金額は少なくて良くなっ 

てきた。それと同じことが言える。つまり徐々にインフラを整備 

する中間段階を考えやすい。 

 現状50cm〜１m程度の距離を，送受信コイル間効率95%程度 

でワイヤレス電力伝送できている。簡単な中継コイルを用いて距 

離は数mに伸ばすこともでき，走りながらの給電を可能にする。 

人体防護やスタンダードの作成も含めて真剣に検討し，近隣諸国 

の後塵を拝することなく，世界に範を示したい。 

クルマの中はすっかり情報化され，ナビがないと運転できない 

人も少なくない時代に，エネルギーだけインフラから離れて自前 

で持ち運ぶ理由はない。そろそろ発想を変えるべきである。ワイ 

ヤレス給電を普及させるほうが，大容量の電池を積んだEVを普 

及させるより社会コストは小さくなり，資源問題に左右される危 

険も少なくなるはずである。 

なお，当日は，堀・藤本研究室（東大柏キャンパス）の実験室， 

ガレージ，走行テストフィールドにおいて，ワイヤレス給電実験 

のデモ，電気自動車の制御実験などの見学会を行いますので 

ご期待下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

電池を使わないキャパシタ電気自動車 

(a)長ギャップに強い 

(b)位置ずれに強い 

 ワイヤレス電力伝送の基礎実験 

堀・藤本研の電気自動車 

モータ／キャパシタ／ワイヤレスの概念 



 

[ ] １００名　（先着順）

[ ] 無　 料　

[ ] かずさＤＮＡ研究所ホームページよりお申込みください。

（http://www.kazusa.or.jp/bio-network/index.html)

主　催 ： 千葉県バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議

共　催 ： 千葉県

公益財団法人かずさＤＮＡ研究所

後　援 ： 横浜・神奈川バイオビジネス・ネットワーク

かずさアカデミアパーク経済対策協議会

【東京】
車（アクアライン経由）・・・５０分
高速バス（アクシー号）・・・６５分
高速バス・・・６２分
ＪＲ内房線・・・特急５２分/快速６５分
【品川】 高速バス・・・６５分 車・・・１５分
【川崎】 高速バス・・・６５分 バス・・・２０分
【横浜】 高速バス・・・５５分
【羽田空港】 高速バス・・・３５分

車（アクアライン経由）・・・３０分

【成田空港】 車（東関東自動車道経由）・・・６０分
【海ほたる】 車（アクアライン経由）・・・２０分

※ 詳細は、かずさアカデミアパークＨＰを御参照ください。（URL： http://www.kap.co.jp/kazusa/access.html)

公益財団法人かずさＤＮＡ研究所
企画管理部事業推進課 （Tel　0438-52-3957 / Fax 0438-52-3901）  

平成２４年９月１１日（火） 13:00～17:00

かずさアカデミアホール　２０２Ｂ
（千葉県木更津市かずさ鎌足２－３－９）

定 員

参 加 費

申 込 方 法

日 時 

会 場 

会場までの交通ご案内 

お問い 
合わせ 

か 

ず 

さ 

ア 

ー 

ク 

木
更
津
駅 



(敬称略）

12:30

13：00～13：10

【第Ⅰ部】　伝統技術から学ぶ微生物利用の極意

13：10～13：40

13：40～14：10

14：10～14：25

14：25～14：50

14：50～15：10

15：10～15：30

15：30～15：50

15：50～16：10

16：10～16：40

※ 【施設見学会】

発酵で生じる化合物の多様性
（公財）かずさＤＮＡ研究所　バイオ産業技術支援センター
　　　生体成分解析センター長　岡崎　孝映

名刺交換会　　　ご自由にご歓談ください。

終了後開催・希望者のみ　（17：00～18：00）
（独）製品評価技術基盤機構　バイオテクノロジーセンター見学
※ シーズ発表会参加申し込みフォーム内の希望欄にチェックしてください。

伝統と最新技術による私市醸造の酒粕酢作り
　　　私市（きさいち）醸造株式会社　研究開発部　伊藤　史郎

微生物資源の産業利用について
　　　独立行政法人製品評価技術基盤機構
　　　所長　中川　純一

ＮＢＲＣカルチャーコレクションの業務紹介
　　　独立行政法人製品評価技術基盤機構
　　　上席参事官（生物資源担当・特許寄託担当）　鈴木　健一朗

休　　　憩

海外由来のスクリーニング株提供について
　　　独立行政法人製品評価技術基盤機構
　　　上席参事官（国際連携担当）　安藤　勝彦

ゲノム情報による微生物資源へのアクセスについて
　　　独立行政法人製品評価技術基盤機構
　　　上席参事官（バイオ安全技術担当）　藤田　信之

【第Ⅱ部】　必見！国内最大級の微生物コレクションと保存リスク回避

【第Ⅲ部】　貴社の研究開発をサポート　～　企業向け支援メニューの紹介　～

手造りにこだわる宮崎酒造店の酒造り
　　　株式会社宮崎酒造店　代表取締役　宮崎　洋史

　微生物は、酒・酢・味噌・醤油など発酵食品の物質生産に幅広く利用され、産業活動に欠かすことのない有用な資
源です。今回は、地元企業から、微生物を用いた“こだわりの伝統的技術”のご紹介を頂きます。
　また、バイオ産業の発展のための基盤整備を行っている独立行政法人製品評価技術基盤機構バイオテクノロジー
センターと公益財団法人かずさＤＮＡ研究所バイオ産業技術支援センターから、微生物を有効活用する場面、発酵
食品を分析する場面で役立つサービスについて紹介させて頂きます。

主催者挨拶

千葉県バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議

微生物の産業利用 ～かずさ発・伝統技術と最新技術の融合～

シーズ発表会

開　　　場

プ ロ グ ラ ム 



13：10～13：40

13：40～14：10

14：10～14：25

14：25～14：50

15：10～15：30

15：30～15：50

15：50～16：10

【 シーズ発表会 －詳細説明 － 】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

【第Ⅰ部】　伝統技術から学ぶ微生物利用の極意

（趣旨）　古くから人と微生物が密接に関わりながら発展してきた酒や酢などの醸造の世界。今でもその伝統
技術から新技術や新商品が生まれることも少なくありません。今も昔も変わらない、これからの研究開発に
忘れてはならない微生物との関わり方について、地元でこだわりの伝統技術で製造販売に取り組む企業２社
からその極意を学ぶと共に、今後の研究開発へ期待することなどを提言いただきます。

手造りにこだわる宮崎酒造店の酒造り
　　　株式会社宮崎酒造店　代表取締役　宮崎　洋史

伝統と最新技術による私市醸造の酒粕酢作り
　　　私市（きさいち）醸造株式会社　研究開発部　伊藤　史郎

（趣旨）　企業の研究開発・実用化をサポートする支援メニューをご紹介。ＮＩＴＥバイオテクノロジーセンターの
海外微生物探索事業、かずさＤＮＡ研究所の生体代謝成分分析サービスなど、優れた人材と最新の研究成
果に基づく技術が貴社をサポートします。

海外由来のスクリーニング株提供について
　　　独立行政法人製品評価技術基盤機構
　　　上席参事官（国際連携担当）　安藤　勝彦

ゲノム情報による微生物資源へのアクセスについて
　　　独立行政法人製品評価技術基盤機構
　　　上席参事官（バイオ安全技術担当）　藤田　信之

発酵で生じる化合物の多様性
（公財）かずさＤＮＡ研究所　バイオ産業技術支援センター
　　　生体成分解析センター長　岡崎　孝映

【第Ⅱ部】　必見！国内最大級の微生物コレクションと保存リスク回避

（趣旨）　微生物を扱う企業や技術者はぜひ押さえておきたい支援メニューをご紹介。国内最大級の微生物
保存施設を有するＮＩＴＥバイオテクノロジーセンターの豊富な微生物コレクションと、事故や災害等に備えた
保存リスク回避対策についてご紹介します。

微生物資源の産業利用について
　　　独立行政法人製品評価技術基盤機構
　　　所長　中川　純一

ＮＢＲＣカルチャーコレクションの業務紹介
　　　独立行政法人製品評価技術基盤機構
　　　上席参事官（生物資源担当・特許寄託担当）　鈴木　健一朗

【第Ⅲ部】　貴社の研究開発をサポート　～　企業向け支援メニューの紹介　～



 

[ ] ２００名　（先着順）

[ ] 無　 料　

[ ] かずさＤＮＡ研究所ホームページよりお申込みください。

（http://www.kazusa.or.jp/bio-network/index.html)

主　催 ： 千葉県バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議バイオバンク研究部会

共　催 ： 千葉県

公益財団法人かずさＤＮＡ研究所

後　援 ： 横浜・神奈川バイオビジネス・ネットワーク

公益財団法人かずさＤＮＡ研究所
企画管理部事業推進課 （Tel　0438-52-3957 / Fax 0438-52-3901）  

千葉大学 亥鼻キャンパス
薬学部120周年記念講堂　医薬系総合研究棟Ⅱ １階
（千葉市中央区亥鼻１－８－１）

定 員

参 加 費

申 込 方 法

平成２４年９月１４日（金） 13:00～17:00日 時 

会 場 

お問い 
合わせ 

 
最寄駅： ＪＲ千葉駅 または 京成千葉駅下車   
ＪＲ千葉駅東口正面⑦番バス乗り場から 
『千葉大学病院』 または『南矢作』行き 
京成バスに乗車、『千葉大学 薬学部前』で下車 
徒歩３分（所要時間約１５分）  

会場までの交通ご案内 



(敬称略）

総合司会　野村　文夫（千葉大学）

13：00～13：10

13：10～13：20

13：20～13：50

13：50～14：20

14：20～14：40

14：40～15：00

15：00～15：30

15：30～16：00

16：00～16：30

16：30～17：00

　　　17：00

　革新的医薬品創出と臨床医学研究の推進を視野に入れた、いわゆる「バイオバンク」（ヒト生体試料の保存と利用）
の取り組みが近年国内外で立ち上がっています。それらの動きを受けて、千葉県内の各機関が連携してどのように
取り組んでいくか、皆様と一緒に考えたいと存じます。そこで、海外事例と各機関での取り組み報告を踏まえ、検体
標準化や産業応用の促進といった観点から、忌憚のない意見交換を行う場を設けました。
　多数の皆様の御参集をお待ちしております。

　　　　　　　　　　総合討論

ISBER２０１２の報告
　　　千葉大学大学院医学研究院分子病態解析学　教授　野村　文夫
　　　　　　　　　　　　　　　　同　 　　　　　　　　　　　　　 講師　松下　一之

　　　　　　　　　　休　　憩

閉会のあいさつ
　　　　　　　　　　主催者

千葉県バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議

バイオバンク研究部会シンポジウム

つくばヒト組織バイオバンクの運営と地域連携
　　　筑波大学　つくばヒト組織診断センター　助教　竹内　朋代

バイオバンクのトランスレーショナルリサーチへの応用
　製薬企業のＲ＆Ｄの立場から
　　　実行データサイエンス株式会社　取締役社長　山口　行治

バイオバンクを成功させるコツ
　　　千葉県がんセンター　センター長　中川原　章

千葉県におけるバイオバンクの取り組みについて
　　　千葉県　商工労働部産業振興課　課長　田村　真一

開会のあいさつ
　　　千葉大学医学部付属病院　病院長　宮崎　勝

腫瘍組織センターの取り組みについて
　　　神奈川県立がんセンター　臨床研究所　所長　高野　康雄

ヒト生体試料研究会について
　　　独立行政法人国立がんセンター　中央病院臨床検査部　医長　古田　耕

プ ロ グ ラ ム 



13：10～13：20

13：20～13：50

13：50～14：20

14：20～14：40

15：00～15：30

15：30～16：00

16：00～16：30

⑥バイオバンクのトランスレーショナルリサーチへの応用 ～製薬企業のＲ＆Ｄの立場から～

バイオバンクを活用したバイオマーカーの探索について、特に日本の製薬企業の立場から考えてみます。欧米では、製
薬企業自身によるバイオバンクの構築とともに、商用バイオバンクからの生体試料の購入が行われていることで、製薬
企業の立場からの品質要求水準や情報システムへの要望が明確になっています。バイオマーカーの探索において、疫
学研究と臨床試験の違いを意識しながら、組織サンプルを使った新たなアプローチをご紹介します。がん領域での応用
は分かり易いのですが、その他の疾患領域への応用も工夫次第です。

バイオバンクに関する情報提供の場として海外ではいくつかの学会活動を行っているが、国内には、まだそのような組織
がない。そこで４施設が中心となって、技術的事項に関する情報交換をする目的でヒト生体試料研究会を立ち上げた。
2011年12月に東京周辺の６施設により技術情報交換を行った。その会議の参加者を中心に2012年5月、ＩＳＢERというバ
イオバンクの国際学会にて、それぞれの紹介を中心として活動内容を発表した。

神奈川県立がんセンター　臨床研究所　所長　高野　康雄

⑤つくばヒト組織バイオバンクの運営と地域連携

筑波大学　つくばヒト組織診断センター　助教　竹内　朋代

実行データサイエンス株式会社　取締役社長　山口　行治

【 シンポジウム －詳細説明－ 】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

①千葉県におけるバイオバンクの取り組みについて

千葉県　商工労働部産業振興課　課長　田村　真一

千葉県では、全県的な産学官の連携組織「千葉県バイオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議」の中に「バイオリソースと
バイオバンクに関する研究部会」を平成２３年５月に設置しました。
研究部会を設置した経緯やねらい、これまでのネットワーク化に向けた取り組みなどについて報告します。

神奈川県立がんセンターの腫瘍組織センターは、平成１８年に発足した神奈川がん臨床研究・情報機構に属しており、
制度上は神奈川県立がんセンターとは別組織になっている。しかし、現実的な人の配置、稼働、責任は臨床研究所が
担っている。神奈川がん臨床研究・情報機構は、神奈川県が音頭をとり、神奈川県内４医科大学と約３０社の企業が会
員となり、年に１回の幹事会、総会により同機構の管理・運営の承認を行っている。実際には、臨床研究所が、年に２４
回の運営会議、検討会議などで運営を行っている。腫瘍組織センターの実際の機能は、年に約６００件の腫瘍組織と正
常組織のペアの新鮮組織、ほぼ同数の血液を収集している。最近では、パラフィン包埋ブロックの収集を開始している
が、対象が進行がんであることが多いので、年に約３００件程度である。検体の配布は、会員に限っており、同機構の研
究審査会と倫理委員会の審査を経て行われている。年に７－８件程度が審査に合格している。
神奈川県立がんセンター病院では、腫瘍組織センターへの患者さんのご理解を得るために６年前からテレビで１～２時
間に５分間の啓蒙DVDを全館放送している。今回、神奈川県立がんセンターの最大公約数の意見が集約されたDVDを
新規に作製した。講演会では、神奈川県立がんセンター腫瘍組織センターの問題点と今後の展望をお話するとともに、
このDVDもお見せする。

バイオバンクの必要性は今に始まったことではない。また、言うまでもなく、ただ単にサンプルを集め保存するだけがバイ
オバンクではない。バイオバンクには、事業と研究という２つの要素がある。そして、その両者を支えるコンセプトが明確
になっていないといずれ無用の長物となる。さらに、ヒューマンネットワーク、つまり、リーダーの人間関係形成能力とリー
ダーシップが重要な鍵を握る。ここでは、千葉県がんセンターにおける１７年間のバイオバンク構築の歴史を紹介し、今
後のあり方に関してご批判を仰ぎたい。

④ＩＳＢＥＲ２０１２の報告

千葉大学大学院医学研究院分子病態解析学　教授　野村　文夫 / 講師　松下　一之

独立行政法人国立がんセンター　中央病院臨床検査部　医長　古田　耕

③腫瘍組織センターの取り組みについて

②ヒト生体試料研究会について

生体試料を適切に保存し活用するに際しては、高品質を保証するための基本的な方策と技術革新、倫理的課題への対
応が重要である。これらの諸問題を世界各国で共有し、バイオバンク事業を国際的に推進していくための組織として
International Society for Biological and Environmental Repositories(ISBER)が設立されている。その年に一度の学術集
会(2012年5月15～18日バンクーバー市)に参加し、この分野の世界的動向を垣間見ることができたので、その概要につ
いて報告する。

千葉県がんセンター　センター長　中川原　章

⑦バイオバンクを成功させるコツ

つくばヒト組織診断センターは、茨城県内の病院を対象に病理組織診断や病理標本を用いた研究の支援、さらに手術検
体の管理並びにその有効利用を目的としたバイオバンク業務を行っている。病理診断と病理解剖に関しては、県内の中
核病院との連携が十分にとれており、この協力関係を活かして茨城県内の手術検体について、地域レベルのバンキング
システムの構築を考案した。本講演では、本学のバイオバンクと茨城バイオバンクネットワーク構想について述べる。
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