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も検出された）、深部低周波地震が観測されて

そうだ。噴火がどこに起こり、どんな種類の

局者のさまざまな反応がない交ぜになって、

も何も起きない例ははるかに多い。結局、富

溶岩がどんな速度で流れるか。これらはすべ

遺伝子治療は明らかに退潮に追い込まれた。

士山の震動をどう解釈するかには不確かさが

て、予測がきわめて難しい」と安養寺は話す。

現在の「遺伝子治療ががんを引き起こす」と

富士山の美しさをたたえる人たちにとっ

いう社会感情や、厳しい規制の影響が予測不

防災科学技術研究所で火山噴火を予測する

て、富士山を揺り動かしているマグマがなに

可能なことによって、研究者は新たな臨床試

研究計画を率いている鵜川元雄・固体地球研

か「悪の力」のように聞こえるとしたら、それ

験を始めようという気がなえているし、投資

究部門副部門長は、
「説得力のあるモデルは提

は少し間違っている。美しい対称性を見せる

家とバイオテクノロジー業界も遺伝子治療研

案されていない」
と話す。しかも、富士山の深部

富士山の形が絶え間ない浸食作用にもかかわ

究から足が遠のいている。業界大手では 2003

低周波地震の波形はとりわけ複雑のため、地

らず保たれてきたのは、過去 10 万年にわたっ

年、研究を中止した企業（ジーンセラピー社、

震を起こすマグマの移動が複雑でモデル化が

て側面に積もった 500 立方キロのマグマのお

米国メリーランド州）とレトロウイルス以外

難しい。地震計の増設は効果があるだろうが、

かげだ。だが今では、その地下には災害が起

に活路を求めた企業
（セルジェネシス社、米国

地震の頻度は以前の低いレベルに戻ってしま

きる危険性が潜んでいる。オーストラリア国

カリフォルニア州）
があった。これは残念であ

ともなう。

ったので、結果を出すには時間が必要だろう。

立大学（キャンベラ）の地球化学者 Richard

る。企業の投資がなければ、遺伝子治療が最

藤井らは、ボーリング調査で得られた円筒

Arculus は「もしマグマが動けば、富士山の一

終的に真価を発揮することは困難だからだ。

形試料の最初の分析結果を５月に発表する準

部は崩れ始めるだろう。それは文化的には悲

なにが可能で、何をすべきなのか。研究者

備をしている。安養寺のグループも、同じこ

しいことかもしれないが、すべての火山の運

として、私たちは危機から学び、生じてくる

ろにハザードマップを完成させるだろう。し

命なのだ」と話している。

■

問題の解決策をあみ出している。だが、遺伝

かし、
「今回のハザードマップは、これまでに

David Cyranoski は ネ イ チ ャ ー の ア ジ ア パ シ

子治療の将来への信頼を回復させるのは困難

担当したものの中で最も不確実なものになり

フィック特派員

な作業であろう。議論の多くはもはや、科学
的な問題でもない。私たちが望むのは、遺伝
子治療がほかのあらゆる試験的治療法とも同

遺伝子治療の将来

じ目で見られ、同じように取り扱われること
であり、それは失敗ばかりでなく成功にも目
を向けてほしいということである。

臨床試験のリスクと効果のバランスをどう取るか。
原文：The future of gene therapy Nature Vol.427(779-781)/26 February 2004; www.naturejpn.com/digest
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SCID は免疫系の発達に関する珍しい遺伝

Marina Cavazzana-Calvo, Adrian Thrasher

がん遺伝子の活性化をももたらすものである

性障害であり、生後 1 〜 2 年以内で死に至る例

and Fulvio Mavilio

ことがわかった。

が多い 4。イタリアの治療例はアデノシンデア

遺

ミナーゼ欠損
（ADA-）
SCID 患者で、これは DNA

伝子治療には、通常の治療法がまず見

白血病が報じられるや否や、これほど高い

つからないような重度遺伝性疾患を治

確率でがんを引き起こす可能性がある治療法

代謝に不可欠な酵素が欠損している病気だ。

療できる可能性がある。1990 年代後半、パリ、

の採用に懸念の声が上がった。新しい治療法

英仏の治療例は X-SCID 患者で、これは X 染色

ロンドンおよびミラノに拠点を置く筆者らの

を開発しようとする者すべてにとって、もち

体上のある遺伝子の欠損によるものである。

グループは、珍しい免疫障害
（重症複合免疫不

ろん患者の安全性は最優先課題である。だが、

いずれの疾患も、適合度が完全なドナーからの

全症；SCID）
の小児患者の治療を開始した。最

遺伝子治療のリスクと効果を慎重に分析せ

骨髄移植が最適の治療法だが、適用可能の患者

初の患者で治療に成功したことを 2000 年と

ず、感情論でその将来を決められてしまうと

は 3 例中 1 例にも満たない。完全なドナーが見

2002 年に初めて発表したときには 1,2、大きな

すれば、それは残念なことだ。

つからない患者の場合は、適合不完全ドナーか

反響があった。残念ながらこの盛運は 2002 年

白血病の症例は、研究者や規制当局者、一般

らの移植による生存の見込みが全体 75%、重

末、フランスで治療を受けていた 10 例中 2 例

市民にかなり大きな関心を呼んだ。欧米規制

回
度免疫学的合併症発症リスクが 15 〜 20%、

が白血病様の症状を呈したことによって暗転

当局の反応はさまざまだった。試験の実施基

復せずに死亡するリスクが 20 〜 30% ある 5。

することとなった 3。

準を見直し、患者のインフォームドコンセン

1990 年代前半、ADA- SCID の遺伝子治療試

いずれの患者も、欠損遺伝子の修復では、ベ

トを得る手順の改訂を臨床医に求めた国もあ

験では部分寛解が得られたのみであったが、こ

クターとして知られる「不活化」レトロウイル

れば、レトロウイルスを使用する試験全般を凍

れは患者幹細胞への遺伝子導入に問題があった

スに治療用遺伝子が組み込まれた。続いて、各

結する国もあった。英国では臨床試験が差し

ためである。しかし、近年はベクターも細胞移

患者から採取した骨髄幹細胞をこのベクター

止められることはなかったが、
イタリアで2003

植技術も進歩し、SCID では両タイプとも良好

に「感染」させてから血中に戻し、通常の免疫

年中に遺伝子治療を承認された例は、生命に

な治療結果が得られるようになった 1,2。パリ、

細胞へと増殖させようとした。その後、この

切迫した危険がある患者の治療に限られた。

ミラノおよびロンドンでこれまでに治療を受け

ウイルスが DNA に自己を組み込む能力が、発

質の低い報道や研究者からの懐疑論、規制当

た SCID 患者 18 例中、免疫機能の再形成で一命
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承認された遺伝子治療の試験数

承認件数が 90 を超える国

10 − 90 件
1−9
EU 加盟国で承認された試験数
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出所：J.Gene Med. 2004
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を取り留めた患者が 17 例あり、最高 5 年間生存

とは、X-SCID に特定のリスク因子があること

させれば副作用のリスクは低下するかもしれ

している。いずれの患者も現在生存中である。

を示唆しており、ひとつの可能性として治療

ないが、奏効率はまず確実に低下するであろ

用遺伝子によってがん遺伝子が活性化される

う。このような方法では、リスクと効果の現

失敗例

ことが考えられる

初めて遺伝子治療が奏効したと思われた症

3,7

。この問題には今後の研

究が必要である。

例による楽観論は、白血病 2 例の報で落胆に
変わった。悪性細胞の遺伝子解析を行った結

実的なバランスはあるのだろうか。
白血病症例が発生した後、各国の研究者と
規制当局は臨床試験の中止を求めた。一時的

折り合いをつける

な中断の後、期待される効果がリスクにまさ

果、この 2 例とも、小児白血病を引き起こす

白血病を発病した患者には、遺伝子組換え

ることを前提として、試験の再開を認めた国

LMO2 というがん遺伝子にレトロウイルスベ

幹細胞が特に大量に投与されていた。投与量

が多かった。がん遺伝子活性化の問題がない

クターが組み込まれ、LMO2 が活性化された

は重要な問題である。機能している遺伝子へ

安全な新ベクターの開発と、さらに適切なリ

ものであることがわかった。がん遺伝子が活

のレトロウイルス導入の起こりやすさと、ヒ

スク評価を可能とする前臨床試験の積み重ね

性化したことはただ単に悪性化の原因となっ

トゲノム中の推定がん遺伝子数に関する知見

が必要だという主張した向きが多かった。こ

ただけではなく、悪性化を実際に引き起こし

をもとに、最近の解析では、遺伝子組換え細

うした考え方は否定しがたい。研究、特に新

胞には危険な導入パターンをもつものが最高

ベクターの設計は進展させなければならな

で 1 万個に 1 個あるとみられている 8。

い。だが、研究はえてして長い年月がかり、最

3

た可能性がきわめて高いと考えられる 。
白血病が起きたのが驚きだった理由の一つ
は、前臨床試験で当該療法を実施した動物に

この推定値は実際の臨床データに照らして

適な動物モデルであっても患者の治療で生じ

がんの形跡が全く認められなかったことであ

確認する必要があるが、細胞を大量に投与す

うるリスク因子をすべて予見することなど決

る。また、遺伝子導入によってがん遺伝子が

るほど、潜在的に悪性な細胞が投与される可

してできない。このことは、まさに X-SCID の

活性化される可能性が常に考慮されていたに

能性は高まる。この可能性によって、まさに

例が物語っている。

もかかわらず、ヒトを対象に多数の遺伝子組

医学倫理的なジレンマが生じる。遺伝子治療

その一方、ある治療法ではほとんどの患者を

換え血液細胞を用いる臨床試験が 10 年以上

の有効性は、使用技術の効率が低いために何

救命できるし、その治療法以外には助からない

行われてきたなかで、がん遺伝子活性化は観

年も上がらないままであった。 SCID 試験で

患者もいれば、あってもリスクがきわめて高い

察されていなかった 。X-SCID 患者が悪性細

は、遺伝子導入効率と細胞移植効率を向上さ

場合もある。ほかのあらゆる治療法と同じく、

胞を生ずるリスクが明らかに高い（ 15%）こ

せることで事態を打開した。この効率を後退

遺伝子治療にも副作用があり、これは克服しな
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ければならない。白血病のリスクがあるにして

因と発病に関するさまざまな知見をもたらし

採らない限り、FDA と EMEA のいかなる合意

も、SCID には遺伝子治療が不適合骨髄移植に

た。だが、個別患者のがんの予測と診断に必要

も、研究者と企業、そして究極的には患者が待

対してはるかに優れており、リスクと効果の大

十分な情報は、遺伝子導入パターンの監視か

望している実効性をもつことはないであろう。

小を正当に評価することこそが、遺伝子治療の

らは得られない。診断に関しては、増殖細胞ク

適用を決定する認定基準でなければならない。

ローン単独ではがんを示すものとはならず、

遺伝子を導入し、SCID などの生命を脅かす疾

最終的に実際のリスクを評価するには、患者多

ほかの臨床所見も必要なのだ。

患を治療することができる唯一の臨床ツール

レトロウイルスは現在、幹細胞に安定的に

数の参加による臨床試験を実施する必要があ

このため私たちは、分子レベルの監視を義

である。レトロウイルスベクターの臨床使用

る。臨床試験の遅れは、遺伝子治療の完全な可

務づけることは白血病リスクの大幅な低下に

を決定する場合にも、適切な規制と指針を作

能性評価を妨げて効果的な治療法としての開

つながらず、遺伝子治療の臨床試験を実施す

成する場合にも、実行可能性と安全性、それ

発を遅延させ、ひいては患者の優れた治療法を

る施設に余計な負荷がかかることになると考

に有効性の合理的な均衡を見出すことは間違

受ける権利を侵害するものとなろう。

える。その代わりとして、幹細胞遺伝子治療

いなく不可欠である。

を受ける全患者の骨髄および血液検体を保管

筆者のMarina Cavazzana-Calvoは、ネッカー病院
の免疫・小児血液科（the Immunology and Pediat-

リスクの予測と監視
患者への投与前後に遺伝子組換え幹細胞を

する規則を作り、いつでも遡及的分析ができ
るようにすることを提言したい。

分析する技術があるがゆえに、今後の臨床試
験の実施方法を決めることが複雑になってい

規制の統一

る。この分析法を利用すれば、悪性細胞の投

規制当局の反応がまちまちであったこと

与を予防できるだろうと言われてはいる。現

で、遺伝子治療を取り巻く環境はきわめて不

時点で欧米の規制当局はこうした監視態勢を

確実なものとなった。国ごとに異なる規則が

求めておらず、世論の方向性も定まっていな

複雑な網の目のように絡み合い、多施設臨床

い。この「分子レベルの監視」を行えば、臨床

試験の計画と実施は難しくなっている。欧州

研究者が有用な情報を得て、患者のリスクを

内、そして欧米間で早急に法律を統一するこ

低下させることができるのだろうか。

とが必要である。米国食品医薬品局（FDA）と

すでに触れたように、潜在的に危険な遺伝子

欧州医薬品審査庁（EMEA）が本件について対

導入パターンは、いかなる遺伝子組換え細胞検

話を行っているが、見通しは立っていない。

体にも存在する可能性がある。あいにく、分子

EMEA は正式には早期臨床試験を管轄して

の解析は破壊検査である。したがって、移植前

おらず、欧州各国は本件に関する自国の権限

の全検体検査を主張する声もあるが9、
これは技

を放棄することに抵抗している。EMEA の遺

術的に不可能である。というのも、遺伝子組換

伝子治療専門家部会は、がん関連リスクの正

え幹細胞は一つひとつが固有のものであり、

確な情報提供と、規制方法に関する実際的な

10% を採取して分析しても残りの 90% に関す

提案の面で、優れた業績を上げている 10。しか

る情報が得られないからだ。また、細胞が悪性

し、欧州各国が遺伝子治療規制に関する意思

化する原因に関する知見が増えないことには、

決定プロセスを統一するための方策を迅速に
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例えばある特定の遺伝子導入パターンの検出
が必ず白血病につながると言える証拠もない。
遺伝子導入パターンが潜在的に危険な細胞から
悪性細胞が生ずるのを妨げる要因は多数あり8、

疫病が続々と登場するのは人間のせい？

患者や病態によって危険度は大きく異なる。
現実的には、分子レベルの監視は臨床試験
の追跡期間に実施することが可能と考えられ
る。この分析によって、潜在的な有害事象の
発現頻度を推定することが可能となり、以後
の臨床試験でリスクが正しく評価されるよう
になるであろう。
フランスの X-SCID 患者では、定期的に採取
した血液検体の遡及的分析によって、患者血
液中で悪性細胞クローンがどのように増殖し
たかが明らかにされた 3。これは、白血病の原
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私たち人間こそが、死の危険を伴う新たな感染症の流行の原因を作り出している。
原文：Emerging epidemics

Nature Vol.428(19)/4 March 2004; www.naturejpn.com/digest
発表し、大きな足跡を残した Plagues and

Six Modern Plagues: And How We are Causing Them
by Mark Jerome Walters
Island Press: 2003. 206 pp. $22

Peoples では、過去数千年の間に発生し蔓延し

Tony McMichael

や交流パターンに変化をもたらした様子を

疫

たさまざまな感染症が人類の文化、人口構成

」という言葉には、深遠で歴史を思わ

探究している。その後、疫病に関する書物が

せる響きがあり、聖書の香りすら漂っ

いくつも出版され、注目すべきものとしては

てくる。歴史家 William McNeill が 1976 年に

Laurie Garrett の The Coming Plague (Virago,

「
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