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アウトライン

• 遺伝子導入技術について

• ウイルスベクターについて

• アデノ随伴ウイルス(AAV)について

AAVベクタ を用いた遺伝子治療について• AAVベクターを用いた遺伝子治療について

• 遺伝子治療の今後について
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主な遺伝子導入の方法

・物理化学的方法

エレクトロポレーション法 Electroporationエレクトロポレ ション法 Electroporation

マイクロインジェクション法 Microinjection

遺伝子銃 Gene gun

リン酸カルシウム法 Ca-phosphate

リポソーム法 Liposome, Lipofection

その他その他

・ウイルスによる方法

ウイルスベクター Viral vectors

遺伝子導入と遺伝子治療

遺伝子導入技術を in vivo に応用することで
通常治療が困難な疾患の治療を目指す
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遺伝子治療の概念

狭
義

広
義

主なウイルスベクターの性質
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遺伝子治療・関連領域の現状

NIH Gene Therapypy
Symposium
September 26-27
2011

臨床研究における成功例が次々に登場

顕著な効果が認められた
遺伝子治療臨床研究の例

疾患 標的組織 ベクター 投与法 効果 報告年

先天性免疫不全症 造血幹細胞 レトロウイルス 体外培養 症状軽減 2002～

副腎白質ジストロフィー 造血幹細胞 レンチウイルス 体外培養 症状軽減 2009

レーバー先天黒内障 網膜 AAV 網膜下注入 視力改善 2009～レ 先天黒内障 網膜 AAV 網膜下注入 視力改善 2009

パーキンソン病 線条体 AAV 定位脳手術 症状軽減 2010

血友病B 肝臓 AAV 静脈内注入 症状軽減 2011
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AAV研究の流れ
1965 アデノウイルスの電顕像から新規のウイルス様粒子と

して発見(AAV1)
1966-7 AAV2～4の発見

キャプシド、ゲノム、疫学などにつき活発に検討
1971頃 非病原性と考えられるようになり、研究が下火になる

1982～ ベクター開発が静かに進行
1985 AAV5の発見 (Dr. Zur Hauzen)
1992 19番染色体への部位特異的組込みの発見1992 19番染色体への部位特異的組込みの発見
1996 骨格筋、中枢神経における in vivo遺伝子導入
1999～ 血友病遺伝子治療臨床研究
2002～ サル及びヒト由来組織を用いた新規血清型の探索

(AAV7-9 and many strains, Drs. Gao & Wilson) 

AAV研究の端緒
1965 アデノウイルスの電顕像から新規のウイルス様粒子

として見出された (AAV1)

(Science 149: 754-6, 1965)
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AAV及び近縁ウイルスの分類

Subfamily Parvovirinae

Genus: Parvovirus いわゆるパルボウイルス

Members: MVM, FPV, CPV…

Genus: Erythrovirus 赤血球系の細胞に感染

Members: B19 Parvovirus

Genus: Dependovirus 単独で増殖できない

Members: AAVs

G B iGenus: Betaparvovirus

Members: BPV, CnMV

Genus: Amdovirus

Members: AMDV

AAVベクターの構造

キャプシド 20~30
nm

(複製) (構造蛋白)

(PNAS  Vol.99  10405-10, 2002)
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AAVベクターの性質
長所 ・非病原性ウイルス由来で安全性が高い

(P1 P1Aレベルで実験が可能）(P1, P1Aレベルで実験が可能）
・導入遺伝子が長期にわたり発現される
・広範な細胞に遺伝子導入が可能
・ベクター粒子が物理化学的に安定

・導入遺伝子の大きさの制約 (全長5kb)
・成人の過半数が中和抗体を有する
・ベクター作製が煩雑

短所

AAVの感染経路
Receptor

co-receptors

Heparan Sulfate

(Blood, 94: 864-74, 1999)

p

Integrin v5
FGF receptor
c-Met

dynamin

Others

early endosome
late endosome

y
clathrin-coated pits

trans-Golgi network
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AAVの血清型

AAVベクターの血清型について

• 様々なグループが、数多くの新しい血清型・クローンを開発し、
有用性を主張している有用性を主張している

• 一方で比較しているデータは通常より悪い傾向にあり、やや
誇張されているきらいがあるように見受けられる

• 統一的に見るには数が多すぎるため、真に公平な立場からの
比較検討は少ない比較検討は少ない

• 特別な長所が期待されるものについてのみ、個別に検討する
のが現実的と思われる
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血友病の遺伝子治療

従来用 られ る凝固因子の投与法は治療

～AAVベクターを用いた遺伝子治療が有望
であり、しかも一定の症例数を有する疾患～

・従来用いられている凝固因子の投与法は治療
上も経済的にも負担が大きい上、深部出血等
の完全な予防は困難である

・数％の凝固因子活性によって劇的な治療効
果が得られうる（重症型）

・安全域が広く、凝固因子活性の発現レベル
を制御する必要が少ない

我々のこれまでの検討(血友病B)

• 凝固第IX因子を搭載するベクターの構築

• 培養細胞における発現確認

• マウスにおいて治療域の凝固第IX因子の
発現を確認（骨格筋、肝臓）

• サルに対しても有効性を確認、個体差の
問題問題

• AAVベクターに対する中和抗体の重要性

• 中和抗体測定法の確立、陰性個体におけ
る発現の確認
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臨床研究に向けた準備状況

臨床用ベクタ の調製 (外部委託 VGTC)・臨床用ベクターの調製 (外部委託、VGTC)

・ベクターの検定 (VGTC、自治医大、その他)

・スクリーニング法（中和抗体）の確立

・プロトコールの作成

・申請

血友病遺伝子治療臨床研究の流れ

開始年 対象 ベクター標的 症例数

1998 AA 66プラスミド線維芽細胞1998 AA

1999

2001

AA

AA

1999 BB

66

1313

88

プラスミド線維芽細胞

肝臓

肝臓

骨格筋

レトロウイルス

アデノウイルス ?

AAV (type2)

2001 BB AAV (type2) 88肝臓

( yp )

BB AAV (type8)肝臓 6+2009
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血友病遺伝子治療：世界初の成功例

網膜への遺伝子導入

•網膜組織の遺伝子異常に対する治療
網膜色素変性症（Leber先天黒内障)

•網膜新生血管に対する治療
黄斑変性症(wet type)( yp )
糖尿病網膜症
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Leber先天黒内障に対する臨床研究

1) SDTラット（27週齢）網膜下にベクター溶液を注入

網膜血管新生に対する遺伝子治療

方法
糖尿病網膜症モデル：SDTラット

1) SDTラット（27週齢）網膜下に クタ 溶液を注入
（39Ｇ網膜下注入針, Bausch & Lomb社 ）

治療眼

(AAV5-LacZ)
1×1010 g.c.

対照眼

(AAV5-sFlt-1) 
4×1010 g.c.

(AAV5-LacZ)
1×1010 g.c.

+

non-perfusion area
extensive hyperfluorescence 
artery narrowing

scored from 0 to 3 

2) 30週間後に蛍光眼底造影を行い重症度を評価
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700

ベクターの
注入(網膜下) 蛍光眼底造影

SDTラット検査値の推移
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HbA1c: 9.4 ±
0.95%

0
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週齢

血
糖

(n=10)

ベクター投与後30週における網膜所見

治療眼

蛍光眼底造影

対照眼

(AAV-sFlt-1 + AAV-LacZ)(AAV-LacZ)

＊

Non-perfusion area

Vessel narrowing

Fluorescein leakage

＊

＊

＊

(Ideno, et al. Int J Mol Med 19: 75-9, 2007)
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糖尿病網膜症の動物モデル

種 名称・方法 時間

SDTラット
他多数

イヌ

齧歯類

ガラクトース負荷 ７年以上

１年以上

サル 自然発症 ６年以上

AAV-VEGFの
眼球内注入

数週間

promoter promotershRNA pA pAreporter

promoter promotershRNA pA pAshRNA

siRNA発現AAVベクターの脳内注入による
特定遺伝子の発現抑制

AAVベクター
構築の最適化

霊長類の脳内
の標的部位に

DicerTarget mRNA

shRNA 
expression

脳神経細胞内
の変化

の標的部位に
注入

RISC complex

Cleaved mRNA

遺伝子発現の抑制
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ITR U6 siGAPDH ITRCMV intron GFP pA

pAAV-U6siGAP-GFP

siRNAを用いた目的遺伝子のノックダウン
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神経内科、脳神経外科学
霊長類医科学研究センター
Genzyme Corp (USA)

・パーキンソン病、ALS ・アルツハイマー病 理研BSI
・心筋症 群馬大学
・HIV感染症
横浜市立大学細菌学

AAVベクターを用いた遺伝子治療法の開発研究
学外との共同研究学内との共同研究

自治医科大学Genzyme Corp. (USA)

脳神経外科学

産科婦人科学

耳鼻咽喉科学

生理学・脳血管障害

・脳腫瘍

・卵巣癌、子宮癌

・頭頚部癌、難聴

・血友病 分子病態研究部
霊長類医科学研究センター

・AAVベクター作製法

・関節炎
横浜市立大学整形外科

・C型肝炎
東京医科歯科大学医学研究科

・視床下部の生理学
東北大学農学研究科
UCLA、Magdeburg大学

・ALS
大阪大学医学研究科
東京大学薬学研究科

自治医科大学
分子病態治療研究センター
遺伝子治療研究部

基盤研究

循環器内科学

内分泌代謝学・中枢性尿崩症

・動脈硬化症、血管病変
心不全、肺高血圧症

・AAVベクター作製法
・AAVベクター精製法
・血清型と組織特異性
・遺伝子発現制御法
・AAVベクターと免疫

東京大学薬学研究科
・サルにおけるAAVの感染状況
霊長類医科学研究センター

・神経生理学 （脳のプログラム）
生理学研究所
基礎生物学研究所
京都大学生命科学研究科
京都大学霊長類研究所
福島県立医科大学

埼玉医療センター眼科

・糖尿病網膜症 内分泌代謝学

・フェニルケトン尿症

応用研究
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最近の研究動向

• 共同研究から普及へ

e.g. ベクター作製法・精製法の伝授

• 臨床応用に向けた取組み

施設間の標準化（国内、国際）

品質及び安全性に関する検討

臨床用ベクターの供給体制

AAVベクターの品質管理

• 様々な施設で作製されるようになってきており、い
ずれは何らかの標準化が必要となるずれは何らかの標準化が必要となる

• 簡単な検査から複雑なものまで様々な項目が存
在するため、どこまで実行するかが問題

• 煩雑な検査は常用されない上 標準化も困難• 煩雑な検査は常用されない上、標準化も困難

• 一般的には

純度、Empty capsidの割合、感染性、機能など
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国際基準の設定に向けた取組み


