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Gene therapy for painful bladder syndrome/interstitial cystitis
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ABSTRACT
Painful bladder syndrome/Interstitial cystitis (PBS/IC) is an unknown etiology,
characterized by chronic pelvic pain, urinary frequency and urgency. Despite its high
incidence, these symptoms in patients with PBS/IC are often very difficult to treat. In
this research project, I propose a novel gene therapy using herpes simplex virus (HSV )
refractory PBS/IC. By utilizing the natural biology of HSV, HSV-based vectors can
deliver gene products to target organ specific sensory pathways, such as the bladder
afferents. By changing gene products, numerous inhibitory neurotransmitters, such
as gamma-amino butyric acid, opioids and interleukin can be delivered to the bladder
afferents, which can inhibit pelvic pain, urinary frequency and urgency. Gene therapy
for PBS/IC is a preclinical study in patients with PBS/IC refractory to usual treatment.
The log-term objectives of this gene therapy project are to establish a safe and effective
method for the treatment of chronic bladder and/or pelvic pain associated with PBS/
IC. Ryukyu Med. J., 35 (1～4) 1～6, 2016
Key words: bladder pain, pelvic pain, herpes simplex virus, inhibitory neurotransmitters,
GABA

Ⅰ．はじめに
膀 胱 痛・ 骨 盤 痛 は 間 質 性 膀 胱 炎 painful bladder
syndrome/interstitial cystitis（PBS/IC） と 言 わ れ，
疼痛，頻尿，持続性尿意を主体とした症候群である．
難治性の膀胱炎や前立腺炎として扱われているものの
中に本疾患が隠れていることも指摘されており，潜在
的患者数は推定 20 ～ 40 万人と言われる．膀胱痛ば
かりではなく，骨盤痛として下腹部全体の痛みを伴う

ことも多く，過敏性腸炎，線維性筋痛症といった疾患
との合併も多く報告されている 1)．このことは，感覚
受容体全体の感受性が増加していることを意味する．
治療としては，抗コリン薬，三環系抗うつ薬，抗ヒ
スタミン剤，DMSO やヘパリンの膀胱内注入療法な
どがあるが，現時点では膀胱水圧拡張術が最も効果が
期待できる治療である（Fig. 1）．しかし，その持続
性は一般的に 6 ヶ月と言われており，生涯のうち複
数回繰り返すことも珍しくない．症状のなかでも痛み
は慢性内蔵痛で，難治性の症例では膀胱拡大術や膀胱
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Fig.1 Treatment target for interstitial cystitis/bladder pain syndrome. Peripheral drug
treatment is limited. So far bladder hydrodistention is most effective, but this effect lasts only
6 months. ATP, adenosine triphosphate. PG, prostaglandin. NO, nitric oxide. SP, substance P.
PAG, periaqueductal gray. GABA, gamma-amino butyric acid. IL4, interleukin 4.

全摘術になることもある．したがって，末梢（膀胱）
を標的とした治療では限界がある．本稿では，膀胱痛・
骨盤痛のヘルペスウイルスを媒介とした遺伝子治療に
ついて解説する．

り，うつ症状を呈することも報告されている 2)．した
がって，末梢レベル（膀胱レベル）ではなく，中枢レ
ベル（脊髄または大脳レベル）で痛みを抑えることが
最も理にかなった方法である．しかし，現時点で大脳
に作用する薬剤はなく，脊髄が最も可能性の高い作用
部位である．

Ⅱ．膀胱痛・骨盤痛の病態
Ⅲ．中枢抑制系神経伝達物質 3)
Painful bladder syndrome/interstitial cystitis
（PBS/IC）の原因として，感染，自己免疫疾患，アレ
ルギー，膀胱上皮の異常，上皮と膀胱粘膜下知覚神経
の相互作用の亢進，局所の神経性炎症や肥満細胞浸潤，
膀胱知覚路の興奮性の増大などが言われているが，い
まだはっきりとした原因は不明である．痛みを感知す
る受容体は各臓器に分布しており，一次性求心性線維
として Aδ 線維と C 線維がその情報を伝える．そのな
かでも C 線維は病的な状態で感受性が亢進している
線維で，膀胱痛・骨盤痛でも同様に C 線維の感受性
が亢進している．一次性求心性線維は脊髄内でシナ
プスを変え，最終的には大脳に投射され痛みを感じる．
膀胱痛・骨盤痛の患者では，大脳辺縁系の萎縮が起こ

私たちは以前の研究で，脊髄損傷ラットの脊髄髄腔
内に，代表的抑制性アミノ酸系神経伝達物質であるグ
リシンやガンマアミノ酪酸（GABA）を投与すると C
線維を選択的に抑制して過活動膀胱や排尿筋括約筋協
調不全を改善することを報告した 4),5)．その他にも，δ
オピオイドレセプター作用薬であるエンケファリンを
静脈内または脊髄髄腔内に投与すると，痛みまたは
排尿反射が抑制されることが報告されている 6)．した
がって，中枢性抑制性神経伝達物質の脊髄内投与は間
質性膀胱炎の痛みまたは頻尿の根本的治療につながる
可能性がある（Fig. 2）．
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Fig.2 Neurotransmitters controlling lower urinary tract system. Glycine, GABA,
opioids are main inhibitory transmitters in the central nervous system, while
glutamate is a main excitatory neurotransmitter.（Quoted from modified Ref 3）

Ⅳ．遺伝子治療（Table 1）

少ない副作用で，脊髄内の抑制系ニューロン活動を
増強させる方法として，ウイルスを媒体として選択的
に膀胱由来の後根神経節に標的遺伝子を導入する方法
がある．ウイルスの中でもヘルペスウイルス（HSV）
は，遺伝子を導入する vector としていくつかの利点
がある．HSV は，末梢神経に感染して，宿主の神経
に無症状で潜伏する 7)．さらに，複製機能の欠落した
組み替えベクターは，多くの本質的遺伝子情報が欠落
しており，in vivo で無毒であり生体内の免疫機構に
影響を与えず，末梢または中枢で遺伝子を運び導入さ
せる 8),9)．その他アデノ随伴ウイルス（AAV: adenoassociated virus）が利用されている 10）．安全性に関
して優劣はないといわれているが，一方，弱点として
は，ゲノムが一本鎖 DNA であるため遺伝子発現が起
こるには二本鎖になる必要があり，ある程度の発現量
を得るためには膨大な量のベクターを必要とする．

i．HSV による GABA 遺伝子治療 11)
GABAB 受容体作動薬であるバクロフェ髄腔内投与
は，脊髄損傷患者の排尿筋過活動治療薬として認めら
れているが 12)，治療域が狭く副作用のためあまり普
及しなかった．そこで，脊髄内の GABA を増加させ
る一つの方法として，HSV を媒体として選択的に後
根神経節ニューロンに標的遺伝子を導入する方法を考
案した．GABA は，グルタミン酸脱炭酸酵素（GAD）

によりグルタミン酸から合成される 13)．QHGAD67 ベ
クター（HSV-GAD）は，ヒトサイトメガロウイルス
のプロモーター（HCMV IEp）を含んだプラスミドを
導入して GAD67 cDNA を発現させる構造となってお
り，その作用は約 28 日間持続する 9)．さらに，HSV
は内因性のプロモーターも同時に持ち合わせている
14)
．QHGAD67 は，複製に関わる ICP4 と ICP27 の機
能をともに欠落しており，標識として GFP 遺伝子を
有している．
動物モデル：脊髄損傷を引き起こすと，膀胱と外尿
道括約筋との協調運動は損なわれ，脊髄反射が顕在化し
排尿筋過活動と排尿筋括約筋協調不全の状態になる 15)．
最近の私たちの研究によると，脊髄損傷ラットでは膀胱
知覚由来である L6-S1 レベルの腰仙髄と後根神経節内
の GAD67 mRNA レベルが低下していた 5)．SD 雌性ラッ
トを用いて T9-T10 レベルで脊髄を完全切断して脊髄
損傷を作製した．脊髄損傷後 1 週目に，下腹部正中切
開で膀胱を露出して，30G ハミルトンシリンジを用い
てトータル 40μl（2 x 107 PFU）を膀胱壁奨膜側に HSVGAD を注入した．
結果：ウイルス投与 3 週目，HSV-GAD において覚
醒下連続膀胱内圧測定を施行したところ，C 線維依存
性の Non-voiding bladder contractions（NVCs）が
著明に減少した．L6-S1 後根神経節（膀胱支配の知覚
路）における GAD67 mRNA と蛋白量を測定したとこ
ろ著明に増加していた．さらに，HSV-GAD において，
L6-S1 後根神経節における GAD67 陽性細胞が増加し
た．NVCs（排尿筋過活動）の抑制は排尿反射求心路
の抑制を意味する 15)．このように，HSV-GAD は膀胱
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Table 1 Gene delivery
Vector use
Eﬃciency is high
Non-vector use

adenovirus
Eﬀective, but transient
Cytotoxicity is high

Safe
Eﬃciency is low

retrovirus
Long lasting
Carcinogenic problem

nucleotides

Adeno-associated virus（AAV）
low cytotoxicity
long lasting
Herpes simplex virus (HSV)
infect in the primary aﬀerents
Large genome size
eﬀective and low risk

Central nervous system
Pontine micturition
center
Spinal cord
transection

HSV-GAD injection

bladder aﬀerents

Aδ ﬁbers

C ﬁbers

bladder

eﬀerents

spine（L6-S1 level）

Fig.3 Injected HSV-GAD infects in the C-fiber bladder afferents and release
GABA, and diminishes bladder overactivity.

知覚系に効率的に取り込まれ，C 線維依存性の排尿筋
過活動を抑制する．HSV を用いた遺伝子療法は，標
的臓器のみの治療を可能にしている 16)．

用できる．

Ⅴ．おわりに
ii．その他可能性のある遺伝子治療（Fig. 3）
プレプロエンケファリンや IL-4 をコードした HSV
は，ラット痛み行動や頻尿を抑制することが報告され
ており 17),18)，GABA 同様に間質性膀胱炎の治療に応

実験レベルで安全性が証明できているとはいえ，や
はりヒトへの応用はさらなる検証が必要である．実際，

宮里

薬物治療抵抗性の難知性間質性膀胱炎は存在し，遺伝
子治療を未来の治療選択肢として安全性を高めること
が今後の課題である．
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