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ABSTRACT
One of the most difficult
problem in malignant
glioma therapy is the elimination
of invasive
glioma cell in normal brain tissue.
The solution
to this problem is the application
of gene
therapy.
For further research and developement
of this gene therapy, I had an oppotunity
to visit
the NIH and other Institutes
in North America.
NIH had a clinical
protocol
of gene therapy for
malignant
glioma.
This clinical
protocol
was started in December 1992.
The result has not yet
been reported.
Recombinant retrovirus
producer cell was injected
stereotactically
in to the brain
tumor. Seven days later ganciclovir
treatment was given for 14 days.
For two cases, the brain
tumor was reoperated few days after the producer cell injection,
that is before ganciclovir
therapy.
Percentage of target gene transduced
cells was less than 0. 2%. However for 5 out of 16 lesions,
tumor size became less than 50% of pre-treatment
size.
They concluded
that bystander
effect
contributed
to the decrease in the tumor size.
There was neither toxicity
nor replication
of
competent retrovirus
from peripheral
blood lymphocyte.
Genetic Therapy Incorporation
(GTI)
and Sandoz Pharma Ltd have extended their phase E protocol to 10 Institutes
each in the U.S.A,
Europe and Canada.
Suicide
gene therapy
(HSVtk/GCV
system)
and immuno-modified
gene
therapy are usually applied to malignant tumor. The genes ofcytokine,
adhesion molucles or major
histocompatibility
complex are introduced
into the tumor-infiltrated
lymphocyte,
lymphokineactivated
lymphocyte
or tumor cell.
Target gene transduced
lymphocytes
secrete cytokines
and
attract the cytotoxic
T lymphocyte
into the tumor tissue.
On the other hand, transduced
tumor cells
are used as the tumor vaccine.
Usually,
suicide gene therapy is applied
to brain tumor, whereas the
tumor vaccines are applied to melanoma and renal cell carcinoma, because these tumors have a high
antigenicity.
Unfortunately,
NIH clinical
results
reveal that the transduction
ratio of recombinant
retroviral
vector into the glioma cells is low.
Therefore,
the most important
area in the gene
therapy for malighant
glioma is to develop a method to transfer the target gene into the infiltrated
glioma cell.
For clinical
application,
it is advisable
to obtain the vector producer cells from GTI
since the confirmation
of safety and quality
of the vector is extremely
expensive.
However, it is
better for us to develop our own basic research program.
Ryukyu Med. J., 16(1)11~~
15, 1996
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for Sick Children : HSC, University of California San

Francisco : UCSF等)。琉球医学会雑誌にその成果を報告
文部省短期在外研究員として米国における悪性脳腫傷に対
することによって大学から派遣された責を果たしたいと考
する遺伝子療法を視察してきた(Massachusetts General
えた。
Hospital : MGH, National Institutes of Health : NIH, Hospital
何故遺伝子療法なのかについては悪性グリオ‑マの生物学
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的特性とこれまで行われてきた治療史を概括せねばならぬが
紙面の都合で治療予後についてのみ従来の治療結果を大雑把
に述べる。悪性グリオ‑マの治療予後は外科手術のみでは約
5カ月、手術に放射線治療を併用すると約10カ月、さらに
前記の治療に化学療法を加えた集学的治療で約14カ月と報
告されている')。私たち琉球大学脳神経外科では養子免疫療
法を寛解導入・維持療法に応用してきたが養子免疫療法を加
えた集学的治療の成績は約17カ月である21。養子免疫療法の
成績は局在型の悪性神経惨腫では良かったものの浸潤型、転
移型の成績はよくなかった。病理組織の検討から活性リンパ
球は腫蕩組織内へ浸潤せず接した腫癌細胞にのみ細胞障害性
に作用し反応性被膜が形成され新たに注入した活性リンパ球
の浸潤を阻害すると分かった。したがって遺伝子治療は養子
免疫療法を含めこれまで治療成績の良くなかった浸潤型や転
移型の悪性神経腸腫に効果があるかが注目される.
今回の在外研究の目的は、 (DNIHにおいて15例に対して
行われたレトロウイルスベクターをもちいたへルペスウイル
スのチミジンキナーゼ/ganciclovir (HSVtk/GCV)を利用
した悪性脳腫虜に対する遺伝子治療3)の臨床結果はどうであっ
たか。 (2)組換えレトロウイルスベクターは浸潤悪性細胞に
感染し目的遺伝子を導入したか(3)ベクターとしてレトロ
ウイルスは今後も使用されるか。あるいはレトロウイルスベ
クターはアデノウイルスベクターにとって代るのか(4)ベ
クター供給会社とNIHの役割分担はどうなっているのか。
(5)現在、臨床応用されている治療プロトコールは等の解答
を得ることであった。以上の課題の解決のためにNIHの脳
神経外科を中心に北米の遺伝子治療に関わっている主要な組
織を訪問した。
合衆国における遺伝子治療の社会的・制度的
¥#Jトブけ

1982年大統領の諮問機関である生命倫理委員会で遺伝子
治療の倫理性について討議され、体細胞を対象にした遺伝子
治療は倫理的には他の医療行為と違いがないという意見がま
とめられた NIHの研究費を使う遺伝子治療については、
施設内の倫理委員会(Institutional Review Board : IRB)お
よび安全委員会(Institutional Biosafety Committee : IBC)
の許可を得て、 RACの審査を受けなければならない。さら
に医薬品局(Food and Drug Administration : FDA)の許可
を得て臨床研究が許可される FDAではベクター、組換え
ウイルス産生細胞の安全性、製造法が厳しく審査される。
RACの審査は一般に公開され遺伝子治療が社会的コンセン
サスを得るような努力や配慮がされている。私の滞在中は残
念ながらRACは開かれなかった。
遺伝子治療の適応疾患
現在遺伝子治療の適応は『生命を脅かす疾患で、遺伝子治
療により得られる効果が他の治療法で得られる効果と比較し
て優れていることが十分に予想される疾患。患者の子孫に影
響を及ぼす可能性、倫理的にも問題がある生殖細胞遺伝子治
療ではないこと。動物実験で安全性や有効性が確認されてい
ること』に限定されている。
NIHにおけるRAC会議で承認されたプロトコールの大雑
把な割合を述べると、先天性疾患: 2割、がん・悪性腫療:

7割、 HIV感染症: 1割で悪性腫癖が遺伝子治療の対象疾
患の主なるものであることが分る。重篤な疾患のみを対象と
したのは、現在遺伝子を導入するためのベクターとして専ら
増殖能を有しないレトロウイルスやアデノウイルスが用いら
れているが、これらのウイルスが体内で再構成をして増殖能
を有するようになったり、ウイルスベクターの導入によって
痛遺伝子が活性化したり癌抑制遺伝子が不活性化する可能性
が否定できないからである。
ウイルスベクターの特性
DNAを直接悪性腫傷に導入するプロトコールも出現した
がウイルスベクターを利用したプロトコールが一般的である.
ベクターの改良は基礎医学者の仕事であるが臨床家としては
その特性を把握する必要があり簡単な解説を加える。
1 )レトロウイルスベクターはMoloneymurineleukemia
virus由来のものでベクター内ではウイルス由来の遺伝子が
全て取り除いてあり、ウイルス由来の遺伝子産物の影響はな
い。レトロウイルスは分裂細胞にのみ感染するので正常細胞
は感染を受けない。また遺伝子導入時、標的細胞に対する細
胞障害性はない。組込みできる遺伝子サイズは8‑9kbで導
入遺伝子はプロウイルスとなり分裂、分化後も嬢細胞に受け
継がれ、遺伝子発現は残り、その発現期間も長い。組換えウ
イルス産生細胞を樹立すると安定してウイルス粒子を得るこ
とができる。
理論的にベクターDNAが細胞内で組換えを起こし、増殖
能力を持つウイルスが出現する可能性、ベクターが染色体に
組み込まれる際に他の遺伝子を不活化したり、逆に活性化し
たりする可能性、特に痛遺伝子の活性化による発癌の可能性
があり安全性の管理が厳しく要求されている。しかし、すで
に多くの動物実験、ヒトに対する治療経験からレトロウイル
スの安全性は確認されている。
2)アデノウイルスベクターはヒト気道上皮細胞や腸管
上皮細胞に親和性をもち、臨床的には風邪症状をおこすアデ
ノウイルス由来のベクターである。休止期の細胞へも遺伝子
導入が可能である。高いウイルスカ価が得られるという特徴
がある。欠点として、ウイルスゲノムは染色体外に存在する
ため、外来遺伝子発現は一過性である、したがって非増殖細
胞では発現が長期に持続するが増殖性細胞は数日で発現がな
くなり不適である。肺炎などの副作用や、外被蛋白に対する
抗体の出現のため反複投与は困難であるのが欠点である。
3)アデノアソシエイトウイルスベクターはウイルス外
被蛋白を持たない約5kbの一本鎖DNAウイルスである。組
換えベクターは宿主細胞の染色体の非特異的な位置に組み込
まれる。外来遺伝子発現のために宿主細胞の分裂増殖を必要
としない。病原性や細胞毒性がないのも利点であるが5kb以
下の遺伝子しかパッケージングできない。
4)レトロウイルスベクターとアデノウイルスベクター
ffi&選。
歴史的に早くから用いられてきたレトロウイルスは安全性
についての問題はないと考えられている。問題は非分裂細胞
に感染が起こらず遺伝子導入できないことである0 ‑方アデ
ノウイルスベクターについてはin vivoでも高率に遺伝子導
入することが分っている.しかしこのウイルスベクターは染
色体に組み込まれないために増殖の盛んな腫場細胞では導入
遺伝子が嬢細胞に受け継がれず短期間で遺伝子導入効果は消

宮

城

失する。現在のところ炎症反応が強く実用できる状態ではな
いが遺伝子導入効率はレトロウイルスベクターに比べてはる
かに高いので将来は改良されたアデノウイルスベクターが使
われるようになるかも知れない。副作用を除去することが現
在の課題となっている NIHのDrBlaeseにこの件について
意見を求めたが、現時点では果たしてアデノウイルスベクター
が脳腫癌‑の遺伝子導入に使えるようになるか分からないと
いう返事であった。
以上現在使われているベクターの種類別に特性・特徴を概
括したが、遺伝子治療の種類によってベクターが使いわけら
れている。 FDAの認可を受けたプロトコー)lの8割以上は
レトロウイルスベクターを使用したものである。悪性脳腫癌
についてはレトロウイルスベクターの使用が圧倒的に多い(,

悪性脳腫癖1 5例の臨床試験の結果
ヒト脳腫傷の治療はOldfieldらによって1992年12月には
じめて開始された。彼らのプロトコールを簡単に説明する3)と、
対象症例は悪性脳腫癖20例、姐換えレトロウイルス産生細
胞(マウス細胞由来)を定位的に脳腫虜実質内に注入(1×
lOVmlを10ml以内)し、 7日後よりGCVを1B2回、 14
日間にわたり静注しMRlで治療効果を判定するというもの
である。
Ram4)により途中経過の報告(8例)はされたが(8例中
5例において腫虜の空洞化がみられ3例に腫虜の縮小化が
観察され、重篤な副作用はなかったと報告されている)その
後の経過は今回の訪問ではじめて知ることができた。
実際に対象となった症例は悪性神経惨腫12例、転移性脳
腫傷3例(メラノーマの脳転移2例、乳癌の脳転移1例)
である。組換えウイルス産生細胞(マウス由来の細胞)を腫
蕩内に定位的に0.5‑1.0×109注入した。 2例については
GCVによる治療の前に再開頭を行い摘出腫痔細胞に目的遺
伝子がどれだけ導入したか検査している。目的遺伝子の導入
効率はO.:に満たなかったという。彼らの導入効率の算出
法はGFAP染色陽性でかつ目的遺伝子を持つ細胞数を
GFAP陽性細胞数で徐して導入効率を算出しているが神経
月琴臆では悪性度が強い程GFAP染色率は低くなりGFAP陽
性細胞は細胞分裂が盛んでないので彼らの計算法では当然遺
伝子導入効率は低くなる。 UCSFのFickもマウスの実験で
目的遺伝子の導入効率は1%を越えるにすぎないと言って
いる5)。 Oldfieldらはこのような低い遺伝子導入効率にもか
かわらず16病巣中5病巣において50%以下の腫蕩縮小を観
察したのはbystander effectが関与しているからだと結論し
た。治療に伴うtoxicityはなく、末梢血に組み換えウイルス
産生細胞に対する抗体は認めたものの自己複製可能なレトロ
ウイルス(増殖性ウイルスreplication competent retrovirus)
は末梢血から検出できなかったという。
治療がうまくいかなかった理由は組換えウイルスが腫療組
織内に浸潤しないことによる。彼らは当初20例の治験を計
画していたが15例でプロトコールをpending Lている。

ベクター供給会社の役割
NIH滞在中にベクター供給会社の中でpioneer的役割を
果たしてきたGenetic Therapy Incorporation (GTI)に小谷
均先生を訪ねた。 NIHの臨床試験で用いられた組換えウイ
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ルス産生細胞はGTIにおいて作成されNIHに供給されてい
る。北海道大学小児科にADAgeneを提供しているのもこ
のGTIである。 GTIは1986年に設立された遺伝子治療の開
発を目的とする会社で、 TILへの遺伝子標識6)で有名な
Anderson WFを設立当初からcollaboratorとして迎えたベン
チャー企業である。彼は雑誌Human Gene Therapyのchief
editorであることでも知られている GTIはAndersonWTが
NIHからUSCに移った現在も彼の研究室に資金を提供しそ
の見返りに彼の研究室で開発した遺伝子治療に関する知見に
ついての特許権を取得する契約をかわしている。悪性脳腫傷
の臨床治療はNIHの臨床試験を終えて現在米国の10施設に
おいて100例を目標としてphase II studyを行っている。今
回訪ねたUCSFも10施設の一つに数えられ既に7症例を治
療していた(James Fick and Mark A Israel)c その他、 NIH
から移ったCulverのIowa Methodist Hospital等がGTIのこ
のプロトコールに参加している GTIはSandoz薬品と提携
し欧州(ベルギー、フランス、イタリア、ドイツ、スウェー
デン、スイス、英国)・カナダに同様のプロトコールを拡大
し10施設で100例のphase n studyをスタートさせた。今回
カナダのHospital for Sick Childrenを訪ねたがその隣のThe
Toronto Hospitalがこのプロトコールに参加することになっ
ていた。液体窒素の中に凍結された状態でGTIから送られ
る組換えウイルス産生細胞はHospital for Sick Childrenで解
凍された後The Toronto Hospitalにおいて患者の脳腫蕩中
に注入される。この組換えウイルス産生細胞を扱う施設が
Hospital for Sick ChildrenのRutkaの研究室なのである。ま
だ臨床実験は開始されていなかったが1996年早々に開始す
る予定であった。
FDAはGTlのようなベクター供給会社にかなり厳しい規
制を課していてベクター産生細胞のマスターバンク、ワーキ
ングストック、出荷ベクターの各ロット毎のPCRチェック
が義務づけられている。
現在行われている悪性腰痛に対する遺伝子治
療(Tab】el)

悪性腫傷に対する遺伝子治療は自殺遺伝子療法と遺伝子導
入を利用した免疫治療に分けられる。自殺遺伝子療法は
HSVtk/GCV systemを応用した治療が主である。遺伝子導
入を利用した免疫療法についてはTIL (tumor infiltrated
lymphocyte)やLAK (lymphokine activated lymphocyte)
細胞にサイトカインや接着分子、あるいは主要組織適合抗原
遺伝子を導入し、こうしてできた遺伝子導入腫蕩細胞を腰痛
ワクチンとして用い、宿主の腫療特異的免疫担当細胞(細胞
障害性Tリンパ球:CTL を誘導する方法の2つがある。
自殺遺伝子治療については悪性脳腫癖が腫虜ワクチン療法
については抗原性の高いメラノーマや腎痛が適応になって
いる。
RACが承認したプロトコールは表に収まりきれない程沢
山あるが、例えばOldfieldのmeningeal carcinomatosisに対
する自殺遺伝子療法は激しい髄膜刺激症状のため1例の治
験だけでこのプロトコールをpendingLてしまった7‑。表に
私の知るactiveなプロトコールを列挙した(personal
communicationと雑誌Human Gene Therapyによる)0
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Table 1 List of clinical gene therapy research programs for malignant neoplasms

Target

Tumor

gene

vector

1

BrainTumor

HSVtk

2

BrainTumor

HS V tk retTO

3

BrainTumor

H S V tk retro

4

ro

Pediatnc Brain Tumor HSVtk retro
o

加加一価加

9

Melanoma

o

5
Malignant Glioma HSVtk
6
Glioblastoma IL2
7 BrainTumor
an tisense
GM‑CSF
8 Melanoma
IL4

o

10 Melanoma

Institutes

Dr.

Name

NI‖

Old field EH

UCSF, U of Washington, others
The Toronto Hosp, others

Fick J

SHude Children's Hospital
NIH, CHLA, CNMC

Kun Le

Columbia Presbyterian Med

Fete I M

San Diego Regional Ca Center
Case Western Reserve

Sobol R

Dana Faber Cancer Institutes

Dranoff G

Umv of Pittsburgh
lnst Nazionale Tumoni Milano

Lotze MT

Bernstein M

Ilan J

Caserne】H N
Rosenberg

retT

NIH

Ro senberg

12

Melanoma

fflKK

retro Duke University

13
14

Mainly Melanoma
Renalcellca

HLA‑B7

direct Univ of Michigan Med Center

Seigler HF
Nabel GJ

1L2

15

Renalcellca

GM‑CSF

retro Mem Sloan Kettering
retro Dana Faber Cancer Institutes

16

Breastca

MDR‑1

retro MD Anderson cancer center

Dei sseroth

17

Breastca

MDR‑1

retro N IH

18

Non‑small cell lungca

p53

retro MD Anderson cancer center

O Shaughnessy JA
Roth JA

IL2

direct Arizona Cancer Center

Hersh E

rL2

retro St Jude Children's Hospital

Brenner MK

19 Lymphoma
20 Neuroblastoma

o

retro N IH

ll Melanoma

IL2
TNF

Gansbacher B
Dranoff G

Direct : introduction of the gene directly to the cell. CHLA : Childrens hospital of Los Angeles, CNMC : Childrens National
Medical Center (DC), NTH : National Institutes of Health. HSVtk : herpes simplex virus thymidine kinase, GM‑CSF
granu】ocyte macrophage‑colony stimulating factor, TNF : tumor necrosis factor, MDR : multiple drug resistant gene

遺伝子導入による免疫療法:腫場ワクチンの
試み
7.において概略を述べたがサイトカインや接着分子、
あるいは主要組織適合抗原遺伝子を腫癌細胞に導入し腫蕩ワ
クチンとして用いる治療法を解説する。
特異的免疫細胞として働くCTLを活性化するのにはその
レセプターが主要組織適合抗原クラスIと抗原が作る
complexに結合していること。ヘルーバーTリンパ球が活
性化されてサイトカインを分泌しそれがCTLに作用するこ
とが必要である。後者はCTL自身をサイトカイン分泌能を
持たせることで代用できる。サイトカインとしてIL2,IL4,
TNF, GM‑CSF, IF叶が挙げられているO方法は患者の腫癌
細胞を培養してこれにサイトカイン遺伝子を導入し、こうし
てできたサイトカイン遺伝子導入腫蕩細胞に放射線照射し
(移植後増殖しないように)、患者に移植すると残存腫癌に
対してCTLが障害性に働くという。種々の腫傷に対して種々
のサイトカイン遺伝子を導入したプロトコールがある。今回、
NIHのRosenbergの活動も見せて頂いたが彼のプロトコー
ルはメラノーマ細胞に対してIL2, TNF遺伝子を導入するワ
クチン療法である
Glioblastomaに対してもワクチン痩
法は計画されておりサンディエゴのRegional Cancer
CenterのSobol REはn2遺伝子を導入した方法を試みてい
る9)O魔窟ワクチンについては末だデータ‑が出るに至って
aSaSX

現在、今後の課題
1 )遺伝子治療の基礎研究の重要性が再認識されている。
現在最も現実的で重要な課題はbystander effectを利用して

遺伝子治療の効果を上げること、増殖細胞にのみ感染するレ
トロウイルスの特性を利用して腫蕩細胞の細胞周期を同調化
しこれに合わせて組み換えレトロウイルスを感染させ遺伝子
導入効率をあげる2方法である。前者の機序については今
回の在外研究の主要なテーマであった Bystander effectに
おけるギャップ結合の関与についての意見は私と異なったが、
bystander effectを応用し治療効果をあげる試みは私の報告
10.ll)以外みられなかった。後者については私の平成6、 7年
度文部省科学研究費のテーマである12)。
2)悪性グリオーマの浸潤性とウイルスベクターの遺伝
子導入
養子免疫療法における活性化リンパ球と同様、残念ながら
組換えレトロウイルスも浸潤細胞‑の感染率が悪い。レトロ
ウイルスの大きさは約100nm、アデノウイルスが約HOnm、
アデノアソシエイトウイルスは約20nmといわれる。ベクター
として用いられるこれらウイルスの浸潤能が冒頭に述べた浸
潤悪性腫癌細胞に感染し目的遺伝子を導入できるかを決定す
る。 Oldfieldの臨床結果はレトロウイルスでは否定的結果で
あった。アデノウイルスについては報告もなく未だ検討もさ
れていない。ウイルスのサイズと構造、すべての細胞に吸着
する性質から判断すると浸潤到達度はレトロウイルスベクター
と同様かと思われるc NIHのDr. Eric Oshiroはアデノアソ
シエイトウイルス(径はレトロウイルスの5分の1、約20
nmしかない)を用いてラット脳でウイルスがどう拡散して
行くか実験していた。約10頭の実験で注入部位からせいぜ
い2mmしか到達しないという(personal communication)c
冒頭でも述べたように浸潤細胞に効果的かつ選択的に組換え
ウイルスを感染させ目的遺伝子を発現させることが悪性脳腫
癖の治療上最も重要な課題である。
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琉球大学における遺伝子治療はいかに展開す
べきか
治療に使われるベクターや組み換えウイルス産生細胞の安
全性の確認まで自前でできる機関は米国でも限られ、安全性
の確認は専らGTIのようなベクター供給会社により行われ
ている。
レトロウイルスベクターを用いる遺伝子導入は白血病やリ
ンパ腫などを起こす可能性のある野生株(RCR : replication‑
competentretrovirus :自己複製可能なレトロウイルス)の混
入が危倶されるが米国での5年間の経験ではこのような報
告はない。また遺伝子導入に伴い栢主の癌遺伝子を活性化し
たり機能している遺伝子(とくに痛抑制遺伝子)を不活化し
て細胞に突然変異を生じさせる確率は10"に1回と考えられ
ており、実際に使うウイルス粒子数は107から109であるので、
このような突然変異の問題は生じないと考えられている。臨
床応用に際して安全性のチェック、品質管理には多大な費用
と時間を要するのでGTl等のベクター供給会社から確立さ
れた組換えウイルス産生細胞を求め臨床応用し、一方で基礎
実験は自前のベクターや組み換えウイルス産生細胞を用いた
独自の研究を進めるのが得策と考える。現在のところphase
II studyの段階であるからstudy groupに参加できるよう琉
球大学としてはしっかりした論文や学会活動が必要で、遺伝
子治療にinitiativeをとっているGTIやNIHといった施設と
のpersonal communicationを続ける必要がある。
おわりに
在外研究の機会を与えて下さった茨木学部長、平山病院長、
脳神経外科六川二郎教授に感謝いたします。留守中、私の仕
事を代行した銘苅晋医局長はじめ医局の先生方に感謝します。
また遺伝子治療に関する私自身の実験のデ‑夕をもって訪問
した北米の各施設で討論・発表できたのは共同研究者のウイ
ルス学教室福永利彦教授、牧野芳大助教授のご指導に負うこ
と大であったことと感謝いたします。本報告の要旨は1996
年1月13日に琉球医学会にて「米国における悪性脳腫傷に
対する遺伝子治療の現況一文部省在外研究報告‑」と題して
発表したものに加筆したものであります。
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