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Ref: Wikipedia, Illustration in Mail Online, 2012, Illustration in Microbe, 2009

バクテリオファージ

典型的な Myovirus
ex. Coliphage T4



頭部

尾部

ゲノム

タンパク質の殻

尾繊維（⾜）

バクテリオファージの構造



細菌を殺す「何か」の発⾒

ヒト、動物、植物に感染するウイルスの
存在は知られていた。

Ref: Microbiology Society

Ernest Hankin

インド・ガンジス川の⽔の

中には特定の細菌を殺す

「何か」がいることを発⾒した。

1896年

Frederick Twort
1915年

⻩⾊ブドウ球菌の性状を

変える「何か」を発⾒した。

しかし、探究はしなかった。

Félix d'Hérelle
1917年

「何か」をバクテリオファージ
と命名し、探究を続けたが
当時の学界には受け⼊れ

られなかった。

⾚痢菌を殺す「何か」を
発⾒した。それが細菌を

「溶かす」ことを⾒出した。



1892年 Dmitri Ivanovskyによるタバコモザイクウイルスの発⾒
1915年 Twortが⻩⾊ブドウ球菌の性状を変える「何か」を発⾒
1917年 dʻHérelleが⾚痢菌を殺す「何か」を発⾒
1920年代 Theodor Svedbergが超遠⼼機を開発（1926年ノーベル賞）

ウイルスには特定の「⼤きさ」があることが判明した
1932年 Ernst Ruskaによる透過型電⼦顕微鏡の開発（1986年ノーベル賞）

1980年代 クライオ電⼦顕微鏡の開発（2017年ノーベル賞）

Ref: Chem-Station

「何か」が「ファージ」になるまで



溶菌ファージの⽣活環

宿主細菌

接着・ゲノム注⼊

⼦孫ファージ産⽣

溶菌



宿主特異性



Ref: Science 339:6119, 2013.

吸着（ex. T7）



バクテリオファージ

どこにいるのか︖ 宿主細菌がいるところどこにでもいる（はず）

ex. ⼟壌、海洋、河川、動植物、ヒト

どのくらいいるのか︖ 少なく⾒積もっても 1030存在する

ファージの総数 > 地球上の全⽣物の総数

何をしているのか︖
存在意義は︖

答えは無いが、役割を推測することはできる

ex. ⽣態環境の維持、進化における駆動⼒、

宿主（細菌）の宿主への影響

Ref: Nature 437:356-361, 2005
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耐性菌の出現

Ref: The Telegraph 2014年2⽉11⽇

抗菌薬発⾒

耐性菌出現



薬剤耐性菌の出現

Ref: Review on Antimicrobial Resistance, 2015 を改変



MINISTRY OF HEALTH

NATIONAL ACTION PLAN ON COMBATTING 
DRUG RESISTANCE

in the period from 2013 - 2020

(Approved with the Decision No. 2174/QD-BYT dated 21st 
June 2013 of the Minister of Health)

Hanoi, May 06/2013

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Action Plan on 
Antimicrobial Resistance (AMR) 

 

2016-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 5, 2016 

The Government of Japan  

0 

 

  
 
 
 

  

薬剤耐性に対する国家⾏動計画の策定

  

National Action Plan on Antimicrobial Resistance (AMR) (2016-2020) | 32 

 

STRATEGY 2.5 IMPLEMENT INTEGRATED ONE HEALTH 
SURVEILLANCE INCLUDING HUMANS, ANIMALS, 
FOOD, AND THE ENVIRONMENT 

BACKGROUND 
{ Accurate understanding of the antimicrobial resistance (AMR) ecosystem - the variety, spread, and 

transmission pathways - is essential for eliminating the transmission pathways of AMR. 

{ Japan currently has two AMR surveillance and monitoring systems, the Japan Nosocomial Infections 
Surveillance (JANIS) for human health and the Japanese Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring 
System (JVARM) for animal health. Their collaboration has been promoted. On food, research has been 
conducted on multidrug-resistant Enterobacteriaceae and Vancomycin-resistant Enterococci. Data on AMR in 
bacteria of food origin has been collected by prefectural and municipal public health institutes. Research for 
linking these data from JANIS and JVARM is in progress.  

{ Surveillance and monitoring have not been conducted for other areas (e.g. aquatic environment, pets, and wild 
animals). 

 

POLICIES 
{ Create a network to gather and share data, consisting of the National Institute of Infectious Diseases (NIID), 

the National Veterinary Assay Laboratory (NVAL), and the National Center for Global Health and Medicine 
(NCGM) to establish a One Health Surveillance system, which links data from multiple surveillance and 
monitoring systems including the JANIS and JVARM 

 { Establish a national council, which integrates information from different surveillance and monitoring and 
makes international comparison for the analysis and evaluation to regularly analyze and evaluate AMR trends 
and control measures, and use the outcomes during the review process of this National Action Plan in 2020 

{ Build and strengthen surveillance and monitoring systems for livestock, aquaculture, and pets. Also, conduct 
surveillance and monitoring of antimicrobial use in agriculture 

{ Conduct research to prepare for establishing surveillance and monitoring systems of antimicrobial-resistant 
organisms (AROs) in food 

{ Conduct research also on surveillance and monitoring of AROs and residual antimicrobials in aquatic and 
terrestrial environment, as well as in wild animals 

 
Figure 2.1. Collaboration under One Health approach 
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⽇本 タイ ベトナム インドネシア

Ref: 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議, 2016
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Ref: 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議, 2016

⽇本国家⾏動計画

⾮伝統的治療法としてのファージセラピー



ファージセラピー（90年前の話）

• ファージ療法 ＝ ファージセラピー（phage therapy）

• ファージを使った細菌感染症に対する治療法

Félix d'Hérelle

• ファージ発⾒者の⼀⼈で、バクテリオ
ファージの命名者

• ファージセラピーを提唱

• 細菌性⾚痢、コレラなど、ヒトに対する
ファージセラピー、動物に対するファージ
セラピーを実施して成果をあげた

• ファージセラピーに注⼒できる場所（研究
機関）を探していた



ファージセラピー（80年前の話）

Giorgi Eliava

• パスツール研究所でデレルと出会う

• 1923年〜1936年、ソビエト連邦（ロシア）の
援助を受けて、デレルと共に⺟国ジョージアの
トビリシに複数の研究所を設⽴

• 研究所の⼀つ、エリアバ研究所はファージ研究
とファージセラピーの中⼼地になった

• エリアバ研究所は現在も稼働している

• 1937年、KGBに逮捕され処刑された
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Ref: Feature in Nat Biotech 22:1, 2004



ブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ・カタラーリス、⼤腸菌、緑膿菌、シト
ロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モル
ガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プ
レボテラ属（プレボテラ・ビビアを除く）、アクネ菌

第４世代セフェム系抗菌薬の適応菌種

ファージセラピー
（70年前から20年前までの話）

• 1940年代〜1960年代は抗菌薬が次々に発⾒される⻩⾦期

• ファージセラピーは、冷戦に⼊ったソ連と東欧の⼀部諸国（ジョージア、
ポーランドなど）を除いて廃れてしまった

• 超狭域スペクトルのファージに対して、広域スペクトルを持つ抗菌薬は
Magic Bullet（魔法の弾丸）と呼ばれた

表在性⽪膚感染症、深在性⽪膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿⽪症、外傷・熱傷及び⼿術創等
の⼆次感染、乳腺炎、肛⾨周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急
性気管⽀炎、肺炎、慢性呼吸器病変の⼆次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、⼦宮頸管炎、胆嚢炎、胆
管炎、バルトリン腺炎、⼦宮内感染、⼦宮付属器炎、涙嚢炎、⻨粒腫、瞼板腺炎、外⽿炎、中⽿炎、副
⿐腔炎、⻭周組織炎、⻭冠周囲炎、顎炎

第４世代セフェム系抗菌薬の適応症



ファージセラピー
（20年前から現在の話）
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Ref. News in Nature, 2014., News in Nat Med, 2012

ファージセラピー



Ref: Intralytix

ファージセラピー（防除）



ファージセラピー（溶菌酵素）



ファージセラピー



改変ファージを⽤いたファージセラピー

Ref. Nat Med, 25:730-733, 2019

Engineered bacteriophages for treatment of a patient with 
a disseminated drug-resistant Mycobacterium abscessus



ファージセラピー

Ref. PhagoBurn, Lancet Infect Dis 19:35-45, 2019

EU主導の多施設臨床試験（Phase 1/2 trial）



Ref. PhagoBurn, Lancet Infect Dis 19:35-45, 2019
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ファージセラピーの⻑短所
⻑所

• 多剤耐性菌、全耐性菌に対しても有効
• スクリーニングが容易で費⽤対効果に優れている

⻑短所

• 宿主特異性がある（超狭域スペクトル）

短所

• 安全性を証明する必要がある
• ファージ耐性菌が出現する
• 遺伝学的改変が極めて困難 ＝ 有⽤なツールが無い
• ファージカクテルにすると⼒価が下がる（PhagoBurn)
• Historical baggageを考えると質的・量的な蓄積（実績）が必要



NE47 (Synthetic Biology Center) Stata
Ref: SBC

合成⽣物学 × ファージ



NE47 (Synthetic Biology Center) Stata
Ref: SBC



ブロック（モジュール）システム

個体 器官 組織 細胞
細胞の
部分
機能

⽣体
⾼分⼦

構成
分⼦

“ What I cannot create, I do not understand ”
Richard Feynman

Reverse Genetics

Forward Genetics

合成⽣物学的アプローチ

合成⽣物学的アプローチ �������
�������を創る︕



⽣命機能の創出⽣命の創出

合成⽣物学
Synthetic Biology

バクテリアの全合成 ⼈⼯ウイルスの創出

ヒトゲノム計画 Write

リファクタリング リプログラミング

⼈⼯遺伝⼦回路 メモリー細胞



ファージセラピーの⻑短所
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• 多剤耐性菌、全耐性菌に対しても有効
• スクリーニングが容易で費⽤対効果に優れている

⻑短所

• 宿主特異性がある（超狭域スペクトル）
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• 安全性を証明する必要がある
• ファージ耐性菌が出現する
• 遺伝学的改変が極めて困難 ＝ 有⽤なツールが無い
• ファージカクテルにすると⼒価が下がる（PhagoBurn)
• Historical baggageを考えると質的・量的な蓄積（実績）が必要



① 安全性試験・臨床試験

→ インフルエンザのプロトタイプワクチンモデルの考え⽅

→ 単⼀の筐体（single scaffold）を持ちながら宿主特異性
を操作できる⼈⼯ファージの創出

② 遺伝学的改変が困難 ＝ 有⽤なツールが無い

→ 従来の遺伝学的⼿法やCRISPR/Casも不適

→ 新しいプラットフォームを開発する

短所をどう克服するか︖
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合成⽣物学 × ファージ
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宿主特異性をデザインする



宿主特異性をデザインした⼈⼯ファージ

病原細菌
Ref. Cell Systems 1:187-196 2015



Phage Engineering Platform（プラットフォーム）

Ref: Ando et al, Cell Systems, 1:187-196, 2015を改変
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クレブシエラ属菌に感染する⼤腸菌ファージ
宿主特異性のデザイン
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30 min

60 min

No phage

6.2 × 108 4.6 × 108 6.6 × 108 2.5 × 108

1.5 × 109 8.6 × 108 1.2 × 109 1.3 × 109

T3 T3R T3 T3R

Good Bacteria (E. coli Nissle 1917)

Bad Bacteria (E. coli ECOR16)

Bad Bacteria (Y.ptb IP2666)

Input

0 min

5.6 × 108 CFU/ml

細菌群の編集

Ref. Ando et al, Cell Systems, 1:187-196, 2015を改変



⼈⼯ファージに必要な機能

→  物理的封じ込めは現実的ではない。
天災・⼈災による拡散を⽌めることができない。

Biocontainment ⽣物学的封じ込め
絶対



⼈⼯ファージの⽣物学的封じ込め法の確⽴

ここからの５枚のスライドには
論⽂公表前のデータが含まれま
すので⾮公開とさせていただき
ます。ご了承ください。



１. ファージについて

⽤語の説明
歴史
各論

2. ファージ療法について

必要とされる背景
歴史

現在のファージ療法
課題

３. 次世代ファージ療法について

必要とされる背景
合成⽣物学の誕⽣

合成⽣物学 × 細菌の天敵
これからのファージ療法



安藤 弘樹

hiroando@gifu-u.ac.jp

The AGE of PHAGE
〜歴史的背景から⼈⼯ファージの創出まで〜


