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GcnetherapyisdefinedasaprocL,duretoint7-oduct)genes()rgene-tranSducedcells

intoourbodywiththepurposcLOfttでat.mentOfdiseases. Genetherapyhadstartedin

USA in1989,andatthismoment,morelooprotocolshavebeenapprovedbythe

RecombinantDNA advisorycommitteeinNrH,andabout6(I)patientshavebeensubjected

totheclinicaltrialoftlleSeg(さnetlleraPies. Althoughtheefficacyofgenetherapiesis

notclearinmost｡fthem.somegenetherapiessuchastherapyfor･Congenitaldeficiency

ofADA hasbeellrepOr.tedtobevenreffective.

Inourcountry.theguidelilleforgenetherapywasmadebyMinistryofHealthand

Welfare(hmW)in1993,andthemembersofCefltralCommitteetoevaluatetheprotocol

ofgenetherapywereappointedbyM〟w in1994. Th亡ナfirstgenf1therapyinourcountry

hadbeenstalledbythepediatriciansinHokkaidoUnit,er･SityonaboywithaCongenital

ADA defieieneyinAugust1995.withvectorssuppliedfrom GTIcompanyinUSA. To

promotethegenetherapyinJapan,itisnecessary topncouragtTCompaniestojointhe

businessofmakiTlgnew ～,eCtOrSfoI･genetherapyandtoestablishth(Isystem toevaluate

theefficacyandsafetyofthesevectors.
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l)遺 伝 子 治 療 の基礎

遺伝子治療 とは治療の目的で我 々(-r)細胞n中に外かi､〕

遺伝子を導 入する治療法である.遺伝子を細胞に導 入す

る際, 目的 とする細胞を体外に取 里tlして試験管内で細

胞内に遺伝 子を導 入す る in ,ヽitroの方法 上 気管 支鏡

などを用いて 目的 Ll二す る細胞に直接導入す る in ～-ivo

の方法上があるが,体外かLL澗 二射 した遺伝子を目的上す

る細胞に到着する方法が確 立していないため､現在では

前者の,細胞を invitroで培養 してその間に遺伝子を

導 入する方法がも･･-､ぱL､)行わI･1ている.

細胞内-の遺伝子 (DNAIcT)帝 人に関 して も色々な

方法が考えLl,わ実行されている.最も簡単な方法は DNA

を直接細胞内に榛械的にいIlる方法であるが, この 方法

では導入の効率が悪いため.現在最 も広 く用いL--〕わてい

るのは rウイ′し▲"')中に目的 とする Ⅰ)NA を組み込 J̀ZA,

込む方法で, 巾 †JLスも RNA 巾 1'′しスであるし′卜H

rlJl/しス.DNA ウ1'ルスである丁デ ノrLT仁′し一入,或い

は7デ ノ閑聯 ウ1'ルスなどが遺伝-f･の運搬者 (ベJJ々-.-)

を組ん込んでその ))ボ､/-････-ムを細胞iこ取 i)込 ませる方法

も用いtLっIlている.

今まで世界中で遺伝子治療の対象となったきたのはも1

ばrっ致死性の先天性疾患,癌,エ 1'ズなど番篤な疾患で

ありた.それはrLTI/しスなどをべ ')タ-として闘いる遺

伝-1･治糠の安全性が確認 されていなかったからである.

しか LながLL_､.ア メりかでは既に6年の遺伝子治療の実

練があi),その間特iこ問題となる副作梢が今まで起 きて

いないため,最近では慢性関節 りウマ子や閉塞性血管障

るのは下記の如 くである.1､1下世界並びに我が国におけ

る遺伝子治療の現況について概説する.

2) 世 界 の遺 伝 子 治 療 の現 況

治療の 目的でヒ トの細胞の･.･11に外かLL.,遺伝子を導入す

る遺伝子治療を最初に行1たのは丁 メりカLT)UCLA の

血液学cT)教授であった Martin∫.C･lineである. 彼は

1980年に (タり了とイスラエルで β--タラセ ミ一,'(7)患者

の骨髄細胞 を invitroで培養 し,その間に骨髄細胞中

に β-グロビンの cDNA を燐酸 力′しシrLJム法で帝 人,

その骨髄細胞を患者に戻す ことを行 った.周知の如 く燐

酸 カ′しシウム法では cDNA の導 入効率が悪 く,上述の

方法で 々ラセ ミ丁に対する治療効果を期待する事は無理

だと考えられるが,その当時この遺伝子治療は新 しい治

療法として世界中で話題 となり,我が国の新聞紙で魁太

きく報道 された. しか しそLT)後 Clintl等し')行--､た 'L:i

セ ミア臣こ関する遺伝子治療が彼の所属する UCLA の学

内審軒委員会 りtlStitutiollalReview BoとlrdLUtlミ日

では許可 されなかった治療法であったこと,Nm の研

の許可を得ていなかったことなどが問題 となり,結局こ

の事を契機に して Cline に対す る Nlト1t･r)研究費が打

ち切 l､-'れ その結果 Clineは LT(二1...A における地位を

失--､て しま-､た.

しか しなが 1■トこLr)単作 な(･L_-:を契機 と して NIH L7う

RecombinantI)NA AdvisoryCommitt.eetRAe)LIT)

'桝 こ HumanGefle'1theLraPy (H(H､)に関する,ト委員

会がつ くられ この小委員会において過伝子治横に関す

る NIH のガ1'ドラ1'ンが-バ LL-れた.糾 ここし')トlGT

ブロ トコー′L,を審杏 した後に RAC がそれを承認す る

休制がつ くLL)わた.そCT)後 flG′1､′ト委 民会古土 RAL'LT)

中に吸収 されたが. この様な体制LT)下で既に 1989年に

は NCIの RoselltX3rg等が悪性黒色種の患者の腫壕浸

導入 し,その リンパ球 を患者の末梢血液中に戻 したとこ

7'.遺伝子を帝人さftた りソバ球が長期間生存 し得たこ

とを報1-I:Tlしているl). 更に 1990年には同 Lrく NCI の

Rosentx,rg 等が悪性異色穂の患者(T)腫壕から睡壕浸潤

りンバ球を取 りILf!LL,intritt･oL')培貴糸でそLT)中に TNF

の d)NA を導入Lて患者に戻す治噴,丈 NIH の f引eぉC,

同 L'く in vitroCT)培糞糸で Al)A LI)cDNA を導 入し

て患者iこ戻す治噂を行--､ている. こLr)中,前者C')悪性黒

色種の患者に対する遺伝 子治境はその効果が明l､-'かでな

かったが.後者の 2例の ADA 欠損症〔.T)患 者iこ関して

は,治療後患者の免疫能が回復 し苧枠に行ける(.L･うにな-I-I

たことが‥患者の写真 入りで タイム-Jt誌に人きく報道さ

れたことは周知の如 くである.

遺伝子治療の7Jロ トコ一･一JL･を審査する NIHLTつRAG

は3札 6月,9月,12月と3カ月iこ1回LTl割 合で開催

され その度毎に5-10の遺伝子治療の~でロ ト二- 一･′Lが

認可されて きた.その結果ア メり力では既に l伏)を越す

イロ トコ一一′レが認可 され 遺伝子治療を受けている患者

C')数も6α)人を越えている.表 1は 1994年9月の段階で

RACで認め られた遺伝子治療の内訳を示 したものであ
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が22,農体的な治療の目的で遺伝子の導入を行った殿が

67,となっている.マ-カ-として遺伝子を噂Å したプ

ロトコ-ルで遺伝子導入の対象となった細胞は主として

腰癌細胞と骨髄細胞で.後者の骨髄細胞の場合,自家骨

髄移植後の再発の際の腰癌細胞の由来を調べたり,末補

血幹細胞移植と骨髄移植との有効性の欄適を比較 したり

する目的で.--/一一か -遺伝1･ハ華人が行わ行ている.

一方ラ治療の目的で行った遺伝子の導入の主要な対象

疾患L-_L二しては,癌が拝:_倒的に阜工 67例,~f】;11し610.1と

半分以上を占めている也 ついで cy離icfibyos主S等の発

天性疾患､ ÎI)SL･しこ杭し､てい::,''.こLTl表 lLり中で注目

されるのは,慢性関節 リウマチや閉塞性束縛血管障害な

ど従来のガイドラインの範囲の中になかった慢性の疾患

が遺伝子治療の対象として含まれていることである.こ

れらの疾患に対する遺伝子治療は各々1994年 6月並び

をこ9月の RACで認められたものであり,この事は遺

伝子治療の対象となる疾患が従来の重篤な先天性威厳,

癌,AIDSから,より-駿的な疾患をこ広がってきたこ

とを示 したものといえよう.

癌をこ対する遺伝子治療としてぼ,寮 豊に示す如 く,

榛やな読みがなされているが,その中で腫癌細胞-のサ

誘導し,その CTLに塵癌細胞を破壊させようとする

試み,腫癌細胞率をこ自殺遺伝子を導入することによって

特定の薬剤をこ対する腰歯細胞の感受性を高める治療法,

あるいは p53等の癌抑制遺伝子やアソチセソスヌクレ

オチ ドを直接鷹癌細胞率に導入する試みなどが注目され

ら.

選転子治療の実施をこ際 して目的とする遺伝子の運搬車

(ベクタ-)の存在が必須な車は上述の通りであるが,

そのベクタ-を生産する企業がアメリカでは既に10社以

上存在 し,大学などの研究者と密接をこ協力して新 しいベ

クタ-の開発を活発に行っている.更をこベクタ-の大慶

生産や安全性のチェックを行うための会社もできており,

アメリカでは遺伝子治療を支援する体制が既に整備され

ているといえよう.

ヨーロッパ諸国おける遺伝子治療はアメリカに比べる

とかなり遅れている.それでも既にイタリ-,オラソダ,

フランス,スエ-デソ, ドイツ等の国で ADA欠損症

や癌などをこ対する遺伝子治療が行われており,ベクター

生産のための会社もヨ-ロッパで既に作られている,こ

LIT)他中国においてもと卜の血友病に対すろ過伝 [･治療が

泰 且 RACで認められた遺伝子治療プ

癌関聯研究 2ユ(91%)

n 治療研究 67

癌 41(61%)

遺伝性疾患 17(250｡〕

AII)S 7(100-(い

その他 2(3%)
し慢性関節 lいL,I-1.･7- 日

(菜櫓血管障害 日

415

豪 望 癌に対する遺伝子治療 欄AC 濃認のもの)

1) 腰痛細胞中-のサイ トカイン遺伝子の導入 (in

＼･itl-い1

18/41(舶%)

11_:1)(lo主 lt:4(2㌦ TNFL2),

2) HLA遺伝子の注入 (insitu)

6/姐 (15%)

3) 自殺遺伝子の腫療細胞中-の導入 (im s豆tu)

8/41く20%)

HerT)(,SSimplext恒rmidlillekinase過伝子

竣) 癌抑制遺伝子或いはアソチセンス癌遺伝子の辱Å

341(.700)

p53､anti-r･(,=lS.¶11で,イos

5) 多剤耐性 (MD勘 遺伝子の骨髄細胞への導入

AL卜11(100占＼

6) その他

試みられている,

3) 我が国の遺伝子治療

上述の如 く,欧米諸国においては既に遺伝子治療が始

まっており,アメリカでは遺伝子治療が近い将来大きな

マ…ダットとなることが期待されているようであるが,

それをこ比べると我が国のヒトの遺伝子治療に関する研究

は著しく遅れていると言わざるを得ない.我が国をこぼ基

礎的な分子生物学の分野で優れた研究者が数多くおり,
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現在で も優れた成果を上げでいる.又臨床の分野でも多

くの疾患の病態が我が国の研究者によ--1て遺伝子し,7)し･ベ

JL･で明r〕かにされている.一方,遺伝子治噂に関 しても,

1995年 5月に行われた我が国の第 1回の遺伝 f一治療学

会で数多くの演嶺が報告 された事かL--'も明1丁)かな如 く,

多くの研究 ゲ′トープが遺伝子治療iこ関する研究を行一･･)て

きている.更にヒトの遺伝子治療についても多 くの臨床

家が関心を持 --'ていると考えi.L,Ilる.

我が国の厚生省の中に遺伝子治療に関する専門家委員

会がつ くられたのか 1991年である.この委員会が作 r)

わるきっかけとなったのは.名古屋大学医学部の倫理委

員会にヒトの脳腫癌の遺伝子治療のプロ ト二トールが提出

さItた事や北海道大学医学部小児科に ADA 欠損症の

患児が入院 し.その患者に対 して遺伝 子治噂を行 う事を

同大学の小児科の医師達が希望 している事が明らかになっ

た事である.

この遺伝子治療に関する専門家委員会では,我が国で

も早急に遺伝子治療のガイドラインをつ くる事,更に各

施設で行われる遺伝子治療のプロ トコー′Lを審査する中

央の委員会をつ くる事が是非必要であるという結論を卑

生科学会議に答申 した. この答申に基づき1993年4月

に厚生省の遺伝子治療のガイドラインがつくられ3､,更

に 1994年 2月には遺伝子治療のプロ トコ--･-JLを審査す

る委員会 ｢遺伝子治療研究中央評価会議｣がつくLL)れた.

この中央評価会議は17名の委員によって構成され 委員

の中には自然科学分野の研究書に加えて法律や生命倫理

関係の専門家.マスメデ (ア関係の人達が加わっている.

楓 東学病疫など文部省の施設で行われる遺伝子治療の

指針となる文部省の遺伝子治療のガイドラインが学術審

議会ライフサイエンス部会によってつ くられ 又厚生省

の中央評価会議に相当する中央の審査委員会 (遺伝子治

療臨床研究専門委員会)がつ くられた.文部省のガイド

ラインは厚生省のガ1'ドラインに基づいてつ くr)れたも

のであi'),その内容は厚生省のガイドラインと基本的に

同一である.又,厚生省中央評価会議と文部省の遺伝子

治療臨床研究専門委員会とで--､一部の委員が重複 している.

厚生省,文部省に遺伝子治療のブロ トコ一一ルが各施設の

委員会 (7メー)カの IRB に相当)を経て,提出された

を予め検討するための作業部会が各プロ トコー-ル毎につ

くられ その作業部会の指示に従って修正,追加された

プロトコー′レを中央の委員会にかけることが行われてい

る.尚このプロトコールの作業部会は文部省,厚生省共

通の部会とすることとなった.従って文部省関係の病院

に於いて遺伝子治療を行う際には, まず文部省の遺伝 子

治額臨床研究専門委員会の認可を得,その後厚生省の過

伝子治埼臨床研究中央評価会議の認可を得ることが必要

内容を検討 しているので.両委員会での審査にはそれ .i

ど時間がかか(.'ないのではないかと考えられる.事実,

北海道大学医学部の付属病院かL､)捉tti!.された ADA 欠

損症に対する遺伝子治療ゾロトコー′Lは,作業部会でま

ず検討され その後文部省の委員会ではもっぱら科学的

ム ドコンセン トなどの倫理的な点が検討さかた.公開 さ

れた厚生省の中央評価会議では1-:スノデ (7関係の人達

が会議の始めから終わi)まで出席 していた.

今までに各施設の委員会を通 し:て文部省,厚生省に提

出された遺伝子治壕のプロ トニト-′Lは_1二記の北海道大学

からの ADA 欠損症だけであるが,現在 AIDSや腎癌

に対する遺伝子治療のブロ トこトー′Lが関係 した施設の委

員会で検討 されているとの事なので,いずれ近い･うちに

これらの遺伝子治療のプロト=1-′Lも中央の委員会で討

議されるようになるものと考えられる.

この様に我が国でも遅ればせながら遺伝子治療のガ1'

ドラ･(ン並びに中央の審査体制がつ くられ 遺伝子治療

の第 1例が 1995年 8月初旬に北海道大学の病院で開始

されたが.問題なのは遺伝子治療に際 して必須なベ クタ一一

の開こ先である.北海道大学で行われている ADA 欠損

症の治療, 並びに2-.3の大学病院で計画 されている

AIDSや腎癌 iこ対する遺伝子治療はいづわ も丁 メり力

の企業から提供 されるベ クタ-を使 って行われ 遺伝子

の斗人に伴 F)ウイルスベ '7タ-の変化の有無の検索 も-r

メリカの企業に頼る事にな･-1ている.Nature誌に日本

の遺伝子治療はアメl)カの企業に "おんぶに抱 っこ"と

恥倫されたが.あながち的をはずれた批判とは言えない.

最 もヨーロ･ソバの遺伝子治療 も丁 メリカの企業に大きく

依存 している.

我が国独自のベクター--を開発し,かつその安全性もチ:r.〟

クできる会社を医薬品副作用被害者救済研究棟横かL.)の

出資を受けて企業 7社で設立する事が 1994年12月に決

まった一この新 しい会社が独自のベ クタ-を開発 し売る

ようになるまでにかなりの時間がかかるものと考え〔･)お

るので, しばらくの間はアメリカの企業から有樵,無朕

のベ クタ-の供給を受けて遺伝子治療を行わざるを得な

いであろう.楓 ウイルスベクターの生産の過程の中で

生 L+た増殖可能なしトロウ1'′Lス (replicationcomrxltent

retrovirus(RCR))のチェ･ソクは上述の新会社だけで
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なく,国立予防衛生研究所においてもできるよう∴現在

体制が整いつつある,

上述の紹介からも明らかなように,我が国の遺伝子治

療の現状はアメリが こ比べて著しく遅れていると言わざ

るを得ない.現在遺伝子治療の明らかな有周性が示され

たのは先天性の ADA欠損症に対する治療だけであり,

髄腫癌や家族性高コレステロール血症に対する遺伝子治

療の有済性については口頭で発表されているだけで,そ

の他の遺伝子治療については殆んど報告がなされていな

い. しかし遺伝子治療は癌の治療などに飛躍的な進展を

もたらす可能性のある治療法として期待されている. し

たがって将来癌をこ対 して明らかな効果を示す遺伝子治療

の方法が開発されたならば,その治療を受ける事を希望

する患者が殺到する寮が十分をこ予想される.

遺伝子治療は従来から各種疾患の原因となる体質的な

要因に対する治療のアプロ-チとして臨床医学の各分野

Ll17

で今後益々重要祝される可能性が非常に高いと考えられ

ら.従--､て我が国でも今後到来が予想される遺伝子治療

の時代に備えて十分な体制を整えておく必要があるであ

71･-i.
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